
JP 2015-185173 A 2015.10.22

(57)【要約】
【課題】
動作させる対象を動作させた後に再び元の状態に復帰さ
せる動作を、一つの操作で行うことができるようにする
タッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方
法及び端末機を提供する。
【解決手段】
発明の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による
動作対象の臨時操作方法は、動作対象を第１状態に動作
させる段階と、タッチパネル上にタッチが入力されれば
、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のう
ち少なくともいずれか一つを検出する段階と、前記検出
された前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチ面積の
うち少なくともいずれか一つにより前記動作対象を第１
動作の第２状態に動作させる段階と、前記入力されたタ
ッチが解除されれば前記動作対象を前記第１状態に動作
させる段階と、を含む。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
動作対象を第１状態に動作させる段階と、
タッチパネル上にタッチが入力されれば、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面
積のうち少なくともいずれか一つを検出する段階と、
前記検出された前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチ面積のうち少なくともいずれか
一つにより前記動作対象を第１動作の第２状態に動作させる段階と、
前記入力されたタッチが解除されれば前記動作対象を前記第１状態に動作させる段階と、
を含む、
タッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項２】
前記動作対象を第１動作の第２状態に動作させる段階は、
前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを調節す
ることによって、前記第２状態が変更される段階を含む、
請求項１に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項３】
前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを検出す
る段階は、
前記タッチによる静電容量の変化量により前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面
積のうち少なくともいずれか一つを計算する、
請求項１に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項４】
前記動作対象を第１状態に動作させる段階は、画面をタッチスクリーンにディスプレイし
、
前記動作対象を第１動作の第２状態に動作させる段階は、拡大鏡を画面にディスプレイす
る、
請求項３に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項５】
前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを検出す
る段階は、
前記タッチの位置を検出する段階を含み、
前記拡大鏡は、前記タッチ位置と所定の間隔でオフセットされた位置にディスプレイされ
る、
請求項４に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項６】
前記所定の間隔は、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともい
ずれか一つにより変更される、
請求項５に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項７】
前記拡大鏡は、前記タッチパネルの回転と関係なく、所定の固定された方向にディスプレ
イされる、
請求項５に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項８】
動作対象を第１状態に動作させる段階と、
入力されたタッチが単一タッチなのか多重タッチなのかを判断する段階と、
前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを検出す
る段階と、
前記入力されたタッチが単一タッチである場合、前記検出された前記タッチの圧力の大き
さ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つにより前記動作対象を第１動作の
第２状態に動作させ、前記入力されたタッチが多重タッチである場合、前記検出された前
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記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つにより前記
動作対象を前記第１動作と異なる第２動作の第２状態に動作させる段階と、
前記入力されたタッチが解除されれば、前記動作対象を前記第１状態に動作させる段階と
、
を含む、
タッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項９】
前記入力されたタッチが単一タッチである場合、前記動作対象を第１動作の第２状態に動
作させ、前記入力されたタッチが多重タッチである場合、前記第１動作と異なる前記動作
対象を第２動作の第２状態に動作させる段階は、
前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを調節す
ることによって、前記第１動作の第２状態又は前記第２動作の第２状態が変更される段階
を含む、
請求項８に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項１０】
前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを検出す
る段階は、
前記タッチによる静電容量の変化量により前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面
積のうち少なくともいずれか一つを計算する、
請求項８に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項１１】
前記第２動作は、前記第１動作と反対の動作である、
請求項１０に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項１２】
前記動作対象を第１状態に動作させる段階は、画面をタッチスクリーンにディスプレイし
、
前記動作対象を第１動作の第２状態に動作させる段階は、拡大鏡を画面にディスプレイす
る、
請求項１１に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項１３】
前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを検出す
る段階は、
前記タッチの位置を検出する段階を含み、
前記拡大鏡は、前記タッチ位置と所定の間隔でオフセットされた位置にディスプレイされ
る、
請求項１２に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項１４】
　　前記所定の間隔は、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくと
もいずれか一つにより変更される、
　　請求項１３に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項１５】
　　前記拡大鏡は、前記タッチパネルの回転と関係なく、所定の固定された方向にディス
プレイされる、
　　請求項１３に記載のタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法。
【請求項１６】
タッチパネルと、
前記タッチパネルに入力されたタッチの圧力の大きさ及びタッチの面積のうち少なくとも
いずれか一つを検出するプロセッサと、
前記検出された前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれ
か一つにより動作対象を第１状態から第２状態に動作させ、前記タッチが解除されれば前
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記動作対象を前記第１状態に動作させる制御部と、
を含む、
端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、タッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法及び端末機に関する
。
【背景技術】
【０００２】
近頃、ＴＶ、スマートフォン、ＭＰ３プレーヤー、ＰＭＰ、ノートブック、ＰＤＡなどの
電子システムには、多様な入出力装置が装着されている。多様な入出力装置は、使用者が
上記のシステムを便利に制御できるようにするために提供されるが、電子システムのうち
でも携帯電話、ＭＰ３プレーヤー、ＰＭＰ、ノートブック、ＰＤＡなどのような装置はサ
イズが小さいため、入出力装置を装着するのにも限界があり、最近このような装置には、
ユーザインタフェースを改善するための努力の一環として、タッチパネル、タッチスクリ
ーン、ナビゲーションパッドなどが装着されている傾向にある。また、タッチスクリーン
を採択した一体型コンピュータ及びタブレットコンピュータの普及によって、多様な形態
のユーザインタフェースが要求されている。
【０００３】
最近では、狭い空間でも使用者をして多様な方式でデータを入力し、命令を入力するよう
にできるタッチスクリーンを採用することによって、一般のＰＣにてマウス及びキーボー
ド入力を代替している。したがって、タッチスクリーンに対する多様なユーザインタフェ
ースがたくさん開発されている傾向にある。
【０００４】
しかし、従来のタッチスクリーンは、多様なユーザインタフェースに使用される際は無難
に使用がなされるが、ユーザインタフェースがない装置の入力には多くの制限が伴い、使
用者もそれだけ不便を感じることがある。例えば、ゲームやネットサーフィンを楽しむに
は、タッチのみではマウス及びキーボード入力ほどの精密な操作が難しく、問題点が発生
する。具体的に、従来のタッチスクリーンを用いて本を見るとき、使用者が所望する部分
を拡大する動作の後、再び元の姿に縮小する動作が分離した二つの動作で操作された。し
たがって、従来のタッチスクリーンを用いて本を見る使用者は、その都度拡大する操作と
縮小する操作の二つの動作で操作しなければならなかったため、不便を感じる問題があっ
た。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の目的は、従来の問題点であった動作しようとする対象を臨時に動作させた後に再
び元の状態に復帰させなければならない場合、二つの動作で操作したものを一つの動作で
操作できるようにするタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法及び端末
機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　発明の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法は、
動作対象を第１状態に動作させる段階と、タッチパネル上にタッチが入力されれば、前記
タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを検出する段
階と、前記検出された前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチ面積のうち少なくともい
ずれか一つにより前記動作対象を第１動作の第２状態に動作させる段階と、前記入力され
たタッチが解除されれば前記動作対象を前記第１状態に動作させる段階と、を含む。
【０００７】
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ここで、前記動作対象を第１動作の第２状態に動作させる段階は、前記入力された前記タ
ッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを調節すること
によって、前記第２状態が変更される段階を含んでもよい。
【０００８】
ここで、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つ
を検出する段階は、前記タッチによる静電容量の変化量により前記タッチの圧力の大きさ
及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを計算することができる。
【０００９】
ここで、前記動作対象を第１状態に動作させる段階は、画面をタッチスクリーンにディス
プレイし、前記動作対象を第１動作の第２状態に動作させる段階は、拡大鏡を画面にディ
スプレイすることができる。
【００１０】
ここで、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つ
を検出する段階は、前記タッチの位置を検出する段階を含み、前記拡大鏡は、前記タッチ
位置と所定の間隔でオフセットされた位置にディスプレイされてもよい。
【００１１】
ここで、前記所定の間隔は、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少な
くともいずれか一つにより変更されてもよい。
【００１２】
ここで、拡大鏡は、前記タッチパネルの回転と関係なく、所定の固定された方向にディス
プレイされてもよい。
【００１３】
また、発明の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法は
、動作対象を第１状態に動作させる段階と、入力されたタッチが単一タッチなのか多重タ
ッチなのかを判断する段階と、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少
なくともいずれか一つを検出する段階と、前記入力されたタッチが単一タッチである場合
、前記検出された前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいず
れか一つにより前記動作対象を第１動作の第２状態に動作させ、前記入力されたタッチが
多重タッチである場合、前記検出された前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積
のうち少なくともいずれか一つにより前記動作対象を前記第１動作と異なる第２動作の第
２状態に動作させる段階と、前記入力されたタッチが解除されれば、前記動作対象を前記
第１状態に動作させる段階と、を含む。
【００１４】
ここで、前記入力されたタッチが単一タッチである場合、前記動作対象を第１動作の第２
状態に動作させ、前記入力されたタッチが多重タッチである場合、前記第１動作と異なる
前記動作対象を第２動作の第２状態に動作させる段階は、前記タッチの圧力の大きさ及び
前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを調節することによって、前記第１動作
の第２状態又は前記第２動作の第２状態が変更される段階を含んでもよい。
【００１５】
ここで、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つ
を検出する段階は、前記タッチによる静電容量の変化量により前記タッチの圧力の大きさ
及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つを計算することができる。
【００１６】
ここで、前記第２動作は、前記第１動作と反対の動作であってもよい。
【００１７】
ここで、前記動作対象を第１状態に動作させる段階は、画面をタッチスクリーンにディス
プレイし、前記動作対象を第１動作の第２状態に動作させる段階は、拡大鏡を画面にディ
スプレイすることができる。
【００１８】
ここで、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つ
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を検出する段階は、前記タッチの位置を検出する段階を含み、前記拡大鏡は、前記タッチ
位置と所定の間隔でオフセットされた位置にディスプレイされてもよい。
【００１９】
ここで、前記所定の間隔は、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少な
くともいずれか一つにより変更されてもよい。
【００２０】
ここで、拡大鏡は、前記タッチパネルの回転と関係なく、所定の固定された方向にディス
プレイされてもよい。
【００２１】
一方、発明の実施形態による端末機は、前記タッチパネルに入力されたタッチの圧力の大
きさ及びタッチの面積のうち少なくともいずれか一つを検出するプロセッサと、前記検出
された前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくともいずれか一つに
より動作対象を第１状態から第２状態に動作させ、前記タッチが解除されれば前記動作対
象を前記第１状態に動作させる制御部と、を含む。
【発明の効果】
【００２２】
本発明の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方法及び端
末機は、動作しようとする対象を臨時に動作させた後に再び元の状態に復帰させなければ
ならない場合、二つの動作で操作したものを一つの動作で操作することができる利点があ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態による端末機を示す図面である。
【図２ａ】面積による静電容量の変化量を説明するための図面である。
【図２ｂ】面積による静電容量の変化量を説明するための図面である。
【図３ａ】圧力による静電容量の変化量を説明するための図面である。
【図３ｂ】圧力による静電容量の変化量を説明するための図面である。
【図４ａ】単一タッチを例示する。
【図４ｂ】多重タッチを例示する。
【図５】動作対象の動作制御の応用事例を示す図面である。
【図６】本発明の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方
法を例示する。
【図７ａ】図６に示された方法に伴う第１動作の実施例を示す。
【図７ｂ】図６に示された方法に伴う第１動作の実施例を示す。
【図８】図６に示された方法に伴う第２動作の実施例を示す。
【図９】図６に示された方法に伴う第１動作の他の実施例を示す。
【図１０】図６に示された方法に伴う第２動作の他の実施例を示す。
【図１１】本発明の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作
方法を説明するためのフローチャートである。
【図１２】本発明の他の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時
操作方法を説明するためのフローチャートである。
【図１３】第１実施形態によるタッチパネルの構造図を例示する。
【図１４ａ】第１実施形態によるタッチパネルのタッチ位置感知モジュールの構造図であ
る。
【図１４ｂ】第１実施形態によるタッチパネルのタッチ位置感知モジュールの構造図であ
る。
【図１４ｃ】第１実施形態によるタッチパネルのタッチ位置感知モジュールの構造図であ
る。
【図１４ｄ】第１実施形態によるタッチパネルのタッチ位置感知モジュールの構造図であ
る。
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【図１５ａ】第１実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知モジュールの構造図であ
る。
【図１５ｂ】第１実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知モジュールの構造図であ
る。
【図１５ｃ】第１実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知モジュールの構造図であ
る。
【図１５ｄ】第１実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知モジュールの構造図であ
る。
【図１５ｅ】第１実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知モジュールの構造図であ
る。
【図１５ｆ】第１実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知モジュールの構造図であ
る。
【図１６】第２実施形態によるタッチパネルの構造図を例示する。
【図１７ａ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１７ｂ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１７ｃ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１７ｄ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１７ｅ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１７ｆ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１７ｇ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１７ｈ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１７ｉ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１７ｊ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１７ｋ】第２実施形態によるタッチパネルのタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。
【図１８】第３実施形態によるタッチパネルの構造図を例示する。
【図１９ａ】第３実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知モジュールである。
【図１９ｂ】第３実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知モジュールである。
【図２０ａ】第４実施形態によるタッチパネルの構造図を例示する。
【図２０ｂ】第４実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知及びタッチ位置感知のた
めの構造図である。
【図２０ｃ】第４実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知及びタッチ位置感知のた
めの構造図である。
【図２１ａ】実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図
である。
【図２１ｂ】実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図
である。
【図２１ｃ】実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図
である。
【図２１ｄ】実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図
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である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
後述する本発明に対する詳細な説明は、本発明を実施することができる特定の実施形態を
例示として図示する添付の図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本発明を実施
するのに十分なように詳しく説明する。本発明の多様な実施形態は互いに異なるが、相互
に排他的である必要はないことが理解されなければならない。例えば、ここに記載されて
いる特定の形状、構造、及び特性は、一実施形態に関連して本発明の精神及び範囲を外れ
ないながらも、他の実施形態で具現されてもよい。また、それぞれの開示された実施形態
内の個別構成要素の位置又は配置は、本発明の精神及び範囲を外れないながらも、変更さ
れてもよいことが理解されなければならない。したがって、後述する詳細な説明は、限定
的な意味として取ろうとするのではなく、本発明の範囲は、適切に説明されるならば、そ
の請求項が主張するのと均等なすべての範囲とともに添付された請求項によってのみ限定
される。図面において類似の参照符号は様々な側面にわたって同一もしくは類似の機能を
指し示す。
【００２５】
以下、添付される図面を参照して本発明の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積によ
る動作対象の臨時操作方法及び端末機を説明する。本発明の実施形態による端末機１の機
能及び特徴を詳しくみる前に、端末機１に含まれるタッチパネル１０について図１３ない
し図２１を参照して詳しく見てみる。
【００２６】
図１３は、第１実施形態によるタッチパネルの構造図を例示する。
【００２７】
図１３に示されたように、タッチパネル１３０は、タッチ位置感知モジュール１０００、
前記タッチ位置感知モジュール１０００の下部に配置されたタッチ圧力感知モジュール２
０００、前記タッチ圧力感知モジュール２０００の下部に配置されたディスプレイモジュ
ール３０００、及び前記ディスプレイモジュール３０００の下部に配置された基板４００
０を含んでもよい。例えば、タッチ位置感知モジュール１０００及びタッチ圧力感知モジ
ュール２０００は、タッチ－感応表面（ｔｏｕｃｈ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ ｓｕｒｆａｃ
ｅ）を備えた透明なパネルであってもよい。以下で、タッチ位置及び／又はタッチ圧力を
感知するためのモジュール１０００、２０００、３０００、５０００は、統合的にタッチ
感知モジュールと指称されてもよい。
【００２８】
ディスプレイモジュール３０００は、使用者が視覚的に内容を確認できるように画面をデ
ィスプレイすることができる。この時、ディスプレイモジュール３０００に対するディス
プレイは、ディスプレイドライバー（ｄｉｓｐｌａｙ ｄｒｉｖｅｒ）を介して行われて
もよい。ディスプレイドライバー（図示せず）は、運営体制がディスプレイアダプタを管
理又は制御するためのソフトウェアであって、装置ドライバーの一種である。
【００２９】
図１４ａないし図１４ｄは、第１実施形態によるタッチ位置感知モジュールの構造図であ
り、図２１ａないし図２１ｃは、実施形態によるタッチ位置感知モジュールに形成された
電極の形態を示す構造図である。
【００３０】
図１４ａに示されたように、実施形態によるタッチ位置感知モジュール１０００は、一つ
の層に形成された第１電極１１００を含んでもよい。この時、第１電極１１００は、図２
１ａに示された形態のように複数の電極６１００で構成されて、それぞれの電極６１００
に駆動信号が入力され、それぞれの電極から自己静電容量に関する情報を含む感知信号が
出力されてもよい。使用者の指のような客体が第１電極１１００に近接する場合、指がグ
ランドの役割をして、第１電極１１００の自己静電容量が変わることになる。したがって
、端末機１は、タッチパネル１０に使用者の指のような客体が近接することによって変わ
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る第１電極１１００の自己静電容量を測定してタッチ位置を検出することができる。
【００３１】
図１４ｂに示されたように、実施形態によるタッチ位置感知モジュール１０００は、互い
に異なる層に形成された第１電極１１００及び第２電極１２００を含んでもよい。
【００３２】
この時、第１電極１１００及び第２電極１２００は、図２１ｂに示された形態のように、
それぞれ複数の第１電極６２００と複数の第２電極６３００で構成され、それぞれ互いに
交差するように配列されてもよく、第１電極６２００又は第２電極６３００の何れか一つ
に駆動信号が入力され、他の一つから相互静電容量に関する情報を含む感知信号が出力さ
れてもよい。図１４ｂに示されたように、使用者の指のような客体が第１電極１１００及
び第２電極１２００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１電極１１００と第
２電極１２００との間の相互静電容量が変わることになる。この場合、端末機１は、タッ
チパネル１０に使用者の指のような客体が近接することによって変わる第１電極１１００
と第２電極１２００との間の相互静電容量を測定してタッチ位置を検出することができる
。また、第１電極６２００及び第２電極６３００に駆動信号が入力され、それぞれの第１
電極６２００及び第２電極６３００から自己静電容量に関する情報を含む感知信号が出力
されてもよい。図１４ｃに示されたように、使用者の指のような客体が第１電極１１００
及び第２電極１２００に近接する場合、指がグランド役割をして、第１電極１１００及び
第２電極１２００それぞれの自己静電容量が変わることになる。この場合、端末機１は、
タッチパネル１０に使用者の指のような客体が近接することによって変わる第１電極１１
００及び第２電極１２００の自己静電容量を測定してタッチ位置を検出することができる
。
【００３３】
図１４ｄに示されたように、実施形態によるタッチ位置感知モジュール１０００は、一つ
の層に形成された第１電極１１００及び前記第１電極１１００が形成された層と同じ層に
形成された第２電極１２００を含んでもよい。
【００３４】
この時、第１電極１１００及び第２電極１２００は、図２１ｃに示された形態のように、
それぞれ複数の第１電極６４００と複数の第２電極６５００で構成され、複数の第１電極
６４００と複数の第２電極６５００はそれぞれ互いに交差しないながらも、それぞれの第
１電極６４００が延びた方向と交差する方向にそれぞれの第２電極６５００が連結される
ように配列されてもよく、図１４ｄに示された第１電極６４００又は第２電極６５００を
用いてタッチ位置を検出する原理は、図１４ｃを参照して説明されたことと同一なので省
略する。
【００３５】
図１５ａないし図１５ｆは、第１実施形態によるタッチ圧力感知モジュールの構造図であ
り、図２１ａないし図２１ｄは、実施形態によるタッチ圧力感知モジュールに形成された
電極の形態を示す構造図である。
【００３６】
図１５ａないし図１５ｆに示されたように、第１実施形態によるタッチ圧力感知モジュー
ル２０００は、スペーサ層２４００を含んでもよい。スペーサ層２４００は、エアギャッ
プ（ａｉｒ ｇａｐ）で具現されてもよい。スペーサは、実施形態により衝撃吸収物質か
らなってもよく、また、実施形態により誘電物質（ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ ｍａｔｅｒｉ
ａｌ）で満たされてもよい。
【００３７】
図１５ａないし図１５ｄに示されたように、第１実施形態によるタッチ圧力感知モジュー
ル２０００は、基準電位層２５００を含んでもよい。基準電位層２５００は、任意の電位
を有してもよい。例えば、基準電位層は、グランド（ｇｒｏｕｎｄ）電位を有するグラン
ド層であってもよい。この時、基準電位層は、後述することになるタッチ圧力を感知する
ための第１電極２１００が形成された２次元平面又は第２電極２２００が形成された２次
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元平面と平行した平面を有してもよい。図１５ａないし図１５ｄにおいては、タッチ圧力
感知モジュール２０００が基準電位層２５００を含むものと説明したが、必ずしもこれに
限定される訳ではなく、タッチ圧力感知モジュール２０００が基準電位層２５００を含ま
ず、タッチ圧力感知モジュール２０００の下部に配置されたディスプレイモジュール３０
００又は基板４０００が基準電位層の役割をすることができる。
【００３８】
図１５ａに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール２０００は、一つ
の層に形成された第１電極２１００、前記第１電極２１００が形成された層の下部に形成
されたスペーサ層２４００、及び前記スペーサ層２４００の下部に形成された基準電位層
２５００を含んでもよい。
【００３９】
この時、第１電極２１００は、図２１ａに示された形態のように、複数の電極６１００で
構成されて、それぞれの電極６１００に駆動信号が入力され、それぞれの電極から自己静
電容量に関する情報を含む感知信号が出力されてもよい。使用者の指又はスタイラスのよ
うな客体によってタッチパネル１０に圧力が加えられる場合、図１５ｂに示されたように
、第１電極２１００が少なくともタッチ位置でたわむことになり、第１電極２１００と基
準電位層２５００との間の距離ｄが変わることになって、これにより、第１電極２１００
の自己静電容量が変わることになる。したがって、端末機１は、タッチパネル１０に使用
者の指又はスタイラスのような客体により、圧力が加えられることによって変わる第１電
極２１００の自己静電容量を測定してタッチ圧力を検出することができる。このように、
第１電極２１００が複数の電極６１００で構成されているので、タッチパネル１０に同時
に入力されたマルチタッチそれぞれの圧力を検出することができる。また、マルチタッチ
それぞれの圧力を検出する必要がない場合、タッチ位置とは関係なしに、タッチパネル１
０に加えられる全体的な圧力だけ検出すればよいので、タッチ圧力感知モジュール２００
０の第１電極２１００は、図２１ｄに示された形態のように一つの電極６６００で構成さ
れてもよい。
【００４０】
図１５ｃに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール２０００は、第１
電極２１００、第１電極２１００が形成された層の下部に形成された第２電極２２００、
前記第２電極２２００が形成された層の下部に形成されたスペーサ層２４００、及び前記
スペーサ層２４００の下部に形成された基準電位層２５００を含んでもよい。
【００４１】
この時、第１電極２１００及び第２電極２２００は、図２１ｂに示された形態のように構
成及び配列されてもよく、第１電極６２００又は第２電極６３００の何れか一つに駆動信
号が入力され、他の一つから相互静電容量に関する情報を含む感知信号が出力されてもよ
い。タッチパネル１０に圧力が加えられる場合、図１５ｄに示されたように、第１電極２
１００及び第２電極２２００が少なくともタッチ位置でたわむことになり、第１電極２１
００及び第２電極２２００と基準電位層２５００との間の距離ｄが変わることになり、こ
れにより、第１電極２１００と第２電極２２００との間の相互静電容量が変わることにな
る。したがって、端末機１は、タッチパネル１０に圧力が加えられることによって変わる
第１電極２１００と第２電極２２００との間の相互静電容量を測定してタッチ圧力を検出
することができる。このように、第１電極２１００及び第２電極２２００がそれぞれ複数
の第１電極６２００及び複数の第２電極６３００で構成されているので、タッチパネル１
０に同時に入力されたマルチタッチそれぞれの圧力を検出することができる。また、マル
チタッチそれぞれの圧力を検出する必要がない場合、タッチ圧力感知モジュール２０００
の第１電極２１００及び第２電極２２００のうち少なくとも一つは、図２１ｄに示された
形態のように一つの電極６６００で構成されてもよい。
【００４２】
この時、第１電極２１００と第２電極２２００が同一の層に形成された場合にも、図１５
ｃで説明したことと同様に、タッチ圧力が感知されてもよい。ただし、第１電極２１００
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及び第２電極２２００は、図２１ｃに示された形態のように構成及び配列されてもよく、
もしくは図２１ｄに示された形態のように一つの電極６６００で構成されてもよい。
【００４３】
図１５ｅに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール２０００は、一つ
の層に形成された第１電極２１００、前記第１電極２１００が形成された層の下部に形成
されたスペーサ層２４００、及び前記スペーサ層２４００の下部層に形成された第２電極
２２００を含んでもよい。
【００４４】
図１５ｅにおいて第１電極２１００と第２電極２２００の構成及び動作は、図１５ｃを参
照して説明したことと同一なので省略する。ただし、タッチパネル１０に圧力が加えられ
る場合、図１５ｆに示されたように、第１電極２１００が少なくともタッチ位置でたわむ
ことになり、第１電極２１００と第２電極２２００との間の距離ｄが変わることになって
、これにより、第１電極２１００と第２電極２２００との間の相互静電容量が変わること
になる。したがって、端末機１は、第１電極２１００と第２電極２２００との間の相互静
電容量を測定してタッチ圧力を検出することができる。
【００４５】
図１６に示されたように、第２実施形態によるタッチパネル１３０は、タッチ位置－圧力
感知モジュール５０００、前記タッチ位置－圧力感知モジュール５０００の下部に配置さ
れたディスプレイモジュール３０００、及び前記ディスプレイモジュール３０００の下部
に配置された基板４０００を含んでもよい。
【００４６】
図１３に示された実施形態と異なり、図１６に示された実施形態によるタッチ位置－圧力
感知モジュール５０００は、タッチ位置を感知するための少なくとも一つの電極及びタッ
チ圧力を感知するための少なくとも一つの電極を含むが、前記電極のうち少なくとも一つ
の電極がタッチ位置及びタッチ圧力を感知するのに全て使用される。このようにタッチ位
置を感知するための電極とタッチ圧力を感知するための電極を共有することにより、タッ
チ位置－圧力感知モジュールの製造単価が低くなり、全体的なタッチパネル１０の厚さを
低減させることができ、製造工程が単純になり得る。このようにタッチ位置を感知するた
めの電極とタッチ圧力を感知するための電極とを共有する場合において、タッチ位置に対
する情報を含む感知信号とタッチ圧力に対する情報を含む感知信号との区分が必要な場合
、タッチ位置を感知するための駆動信号とタッチ圧力を感知するための駆動信号との周波
数を別にしたり、タッチ位置を感知する時間区間とタッチ圧力を感知する時間区間とを別
にして、タッチ位置とタッチ圧力とを区分して感知することができる。
【００４７】
図１７ａないし図１７ｋは、第２実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュールの構造
図である。図１７ａないし図１７ｋに示されたように、第２実施形態によるタッチ位置－
圧力感知モジュール５０００は、スペーサ層５４００を含んでもよい。
【００４８】
図１７ａないし図１７ｉに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュ
ール５０００は、基準電位層５５００を含んでもよい。基準電位層５５００に対する説明
は、図１５ａないし図１５ｄを参照して説明したことと同一なので省略する。ただし、基
準電位層は、後述することになるタッチ圧力を感知するための第１電極５１００が形成さ
れた２次元平面、第２電極５２００が形成された２次元平面又は第３電極５３００が形成
された２次元平面と平行した平面を有してもよい。
【００４９】
図１７ａに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５０００は
、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の下部
に形成されたスペーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部に形成された基準
電位層５５００を含んでもよい。
【００５０】
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図１７ａ及び図１７ｂの構成に対する説明は、図１５ａ及び図１５ｂを参照した説明と類
似しており、以下ではその差異点のみを説明する。図１７ｂに示されたように、使用者の
指のような客体が第１電極５１００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１電
極５１００の自己静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出でき、また、前記客体によっ
てタッチパネル１０に圧力が加えられる場合、第１電極５１００と基準電位層５５００と
の間の距離ｄが変わることになり、これにより、第１電極２１００の自己静電容量の変化
を通じてタッチ圧力を検出することができる。
【００５１】
図１７ｃに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５０００は
、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の下部
層に形成された第２電極５２００、前記第２電極５２００が形成された層の下部に形成さ
れたスペーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部に形成された基準電位層５
５００を含んでもよい。
【００５２】
図１７ｃないし図１７ｆの構成に対する説明は、図１５ｃ及び図１５ｄを参照した説明と
類似しており、以下ではその差異点のみを説明する。この時、第１電極５１００及び第２
電極５２００は、図２１ａに示された形態のように、それぞれ複数の電極６１００で構成
されてもよい。図１７ｄに示されたように、使用者の指のような客体が第１電極５１００
に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１電極５１００の自己静電容量の変化を
通じてタッチ位置を検出でき、また、前記客体によってタッチパネル１０に圧力が加えら
れる場合、第１電極５１００及び第２電極５２００と基準電位層５５００との間の距離ｄ
が変わることになり、これにより、第１電極５１００と第２電極５２００との間の相互静
電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
【００５３】
また、実施形態により第１電極５１００及び第２電極５２００は、図２１ｂに示された形
態のように、それぞれ複数の第１電極６２００と複数の第２電極６３００で構成され、そ
れぞれ互いに交差するように配列されてもよい。この時、第１電極５１００と第２電極５
２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出でき、第２電極５２００と
基準電位層５５００との間の距離ｄの変化に伴う第２電極５２００の自己静電容量の変化
を通じてタッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により、第１電極５１００
と第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出でき、また、
第１電極５１００及び第２電極５２００と基準電位層５５００との間の距離ｄの変化に伴
う第１電極５１００と第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力
を検出することができる。
【００５４】
この時、第１電極５１００と第２電極５２００が同一の層に形成された場合にも、図１７
ｃ及び図１７ｄを参照して説明したことと同様に、タッチ位置及び圧力が感知されてもよ
い。ただし、図１７ｃ及び図１７ｄにおいて、電極が図２１ｂのように構成されなければ
ならない実施形態に対しては、第１電極５１００及び第２電極５２００が同一の層に形成
される場合には、図２１ｃに示された形態のように第１電極５１００及び第２電極５２０
０が構成されてもよい。
【００５５】
図１７ｅに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５０００は
、同一の層に形成された第１電極５１００及び第２電極５２００、前記第１電極５１００
及び第２電極５２００が形成された層の下部層に形成された第３電極５３００、前記第３
電極５３００が形成された層の下部に形成されたスペーサ層５４００、並びに前記スペー
サ層５４００の下部に形成された基準電位層５５００を含んでもよい。
【００５６】
この時、第１電極５１００及び第２電極５２００は、図２１ｃに示された形態のように構
成及び配列されてもよく、第１電極５１００及び第３電極５３００は、図２１ｂに示され
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た形態のように構成及び配列されてもよい。図１７ｆに示されたように、使用者の指のよ
うな客体が第１電極５１００及び第２電極５２００に近接する場合、第１電極５１００及
び第２電極５２００との間の相互静電容量が変わることになり、タッチ位置を検出するこ
とができ、また、前記客体によってタッチパネル１０に圧力が加えられる場合、第１電極
５１００及び第３電極５３００と基準電位層５５００との間の距離ｄが変わることになり
、これにより、第１電極５１００と第３電極５３００との間の相互静電容量が変わること
になって、タッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により第１電極５１００
と第３電極５３００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することがで
き、第１電極５１００と第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧
力を検出することができる。
【００５７】
図１７ｇに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５０００は
、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の下部
層に形成された第２電極５２００、前記第２電極５２００が形成された層と同じ層に形成
された第３電極５３００、前記第２電極５２００及び第３電極５３００が形成された層の
下部に形成されたスペーサ層５４００、並びに前記スペーサ層５４００の下部に形成され
た基準電位層５５００を含んでもよい。
【００５８】
この時、第１電極５１００及び第２電極５２００は、図２１ｂに示された形態のように構
成及び配列され、第２電極５２００及び第３電極５３００は、図２１ｃに示された形態の
ように構成及び配列されてもよい。図１７ｈの場合、第１電極５１００と第２電極５２０
０との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、第２電極５２
００と第３電極５３００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出すること
ができる。また、実施形態により、第１電極５１００と第３電極５３００との間の相互静
電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、第１電極５１００と第２電極５
２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
【００５９】
図１７ｉに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５０００は
、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の下部
層に形成された第２電極５２００、前記第２電極５２００が形成された層の下部層に形成
された第３電極５３００、前記第３電極５３００が形成された層の下部に形成されたスペ
ーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部に形成された基準電位層５５００を
含んでもよい。
【００６０】
この時、第１電極５１００及び第２電極５２００は、図２１ｂに示された形態のように構
成及び配列されてもよく、第２電極５２００及び第３電極５３００もまた図２１ｂに示さ
れた形態のように構成及び配列されてもよい。この時、使用者の指のような客体が第１電
極５１００及び第２電極５２００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１電極
５１００及び第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出す
ることができ、また、前記客体によってタッチパネル１０に圧力が加えられる場合、第２
電極５２００及び第３電極５３００と基準電位層５５００との間の距離ｄが変わることに
なり、これにより、第２電極５２００と第３電極５３００との間の相互静電容量の変化を
通じてタッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により、使用者の指のような
客体が第１電極５１００及び第２電極５２００に近接する場合、指がグランドの役割をし
て、第１電極５１００及び第２電極５２００それぞれの自己静電容量の変化を通じてタッ
チ位置を検出することもできる。
【００６１】
図１７ｊに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５０００は
、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の下部
層に形成された第２電極５２００、前記第２電極５２００が形成された層の下部に形成さ
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れたスペーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部層に形成された第３電極５
３００を含んでもよい。
【００６２】
この時、第１電極５１００及び第２電極５２００は、図２１ｂに示された形態のように構
成及び配列されてもよく、第３電極５３００は、図２１ａに示された形態のように構成さ
れるか、又は、第２電極５２００及び第３電極５３００が図２１ｂに示された形態のよう
に構成及び配列されてもよい。この時、使用者の指のような客体が第１電極５１００及び
第２電極５２００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１電極５１００及び第
２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、
また、前記客体によってタッチパネル１０に圧力が加えられる場合、第２電極５２００と
第３電極５３００との間の距離ｄが変わることになり、これにより、第２電極５２００と
第３電極５３００との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができ
る。また、実施形態により、使用者の指のような客体が第１電極５１００及び第２電極５
２００に近接する場合、指がグランドの役割をして、第１電極５１００及び第２電極５２
００それぞれの自己静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができる。
【００６３】
図１７ｋに示されたように、実施形態によるタッチ位置－圧力感知モジュール５０００は
、一つの層に形成された第１電極５１００、前記第１電極５１００が形成された層の下部
に形成されたスペーサ層５４００、及び前記スペーサ層５４００の下部層に形成された第
２電極５２００を含んでもよい。
【００６４】
この時、第１電極５１００及び第２電極５２００は、図２１ｂに示された形態のように構
成及び配列されてもよい。この時、第１電極５１００と第２電極５２００との間の相互静
電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、また、前記客体によってタッチ
パネル１０に圧力が加えられる場合、第１電極５１００と第２電極５２００との間の距離
ｄが変わることになり、これにより、第１電極５１００と第２電極５２００との間の相互
静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。また、第１電極５１００及
び第２電極５２００は、図２１ａに示された形態のように構成及び配列されてもよい。こ
の時、使用者の指のような客体が第１電極５１００に近接する場合、指がグランドの役割
をして、第１電極５１００の自己静電容量が変わることになり、タッチ位置を検出するこ
とができ、第１電極５１００と第２電極５２００との間の相互静電容量の変化を通じてタ
ッチ圧力を検出することができる。
【００６５】
図１８に示されたように、第３実施形態によるタッチパネル１３０は、タッチ位置感知モ
ジュール１０００、前記タッチ位置感知モジュール１０００の下部に配置されたディスプ
レイモジュール３０００、前記ディスプレイモジュール３０００の下部に配置されたタッ
チ圧力感知モジュール２０００、及び前記タッチ圧力感知モジュール２０００の下部に配
置された基板４０００を含んでもよい。
【００６６】
図１３及び図１６に示された実施形態によるタッチパネル１３０は、スペーサ層２４００
、５４００を含むタッチ圧力感知モジュール２０００、又は、タッチ位置－圧力感知モジ
ュール５０００がディスプレイモジュール３０００の上部に配置されるため、ディスプレ
イモジュール３０００の色の鮮明度、視認性、及び光の透過率が低下することがある。し
たがって、このような問題点が発生することを防止するために、タッチ位置感知モジュー
ル１０００とディスプレイモジュール２０００をＯＣＡ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ Ｃｌｅａ
ｒ Ａｄｈｅｓｉｖｅ）のような接着剤を使用して完全ラミネーション（ｌａｍｉｎａｔ
ｉｏｎ）させ、タッチ圧力感知モジュール２０００をディスプレイモジュール３０００の
下部に配置することによって、前述した問題点を軽減及び解消することができる。また、
ディスプレイモジュール３０００と基板４０００との間に既に形成されている間隙をタッ
チ圧力を感知するためのスペーサ層として使用することによって、全体的なタッチパネル
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１０の厚さを減少させることができる。
【００６７】
図１８に示された実施形態のタッチ位置感知モジュール１０００は、図１４ａないし図１
４ｄに示されたタッチ位置感知モジュールと同一である。
【００６８】
図１８に示された実施形態のタッチ圧力感知モジュール２０００は、図１５ａないし図１
５ｆに示されたタッチ圧力感知モジュール、及び図１９ａないし図１９ｂに示されたタッ
チ圧力感知モジュールであってもよい。
【００６９】
図１９ａに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール２０００は、基準
電位層２５００、前記基準電位層２５００の下部に形成されたスペーサ層２４００、及び
前記スペーサ層２４００の下部層に形成された第１電極２１００を含んでもよい。図１９
ａの構成及び動作は、単に基準電位層２５００と第１電極２１００の相対的な位置が交替
したことを除いて図１５ａ及び図１５ｂの構成及び動作と同一なので、以下重複する説明
は省略する。
【００７０】
図１９ｂに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール２０００は、基準
電位層２５００、前記グランドの下部に形成されたスペーサ層２４００、前記スペーサ層
２４００の下部層に形成された第１電極２１００、及び前記第１電極２１００が形成され
た層の下部層に形成された第２電極２２００を含んでもよい。図１９ｂの構成及び動作は
、単に基準電位層２５００と第１電極２１００及び第２電極２２００の相対的な位置が交
替したことを除いて図１５ｃ及び図１５ｄの構成及び動作と同一なので、以下重複する説
明は省略する。この時、第１電極２１００と第２電極２２００が同一の層に形成された場
合にも、図１５ｃ及び図１５ｄで説明したことと同様にタッチ圧力が感知されてもよい。
【００７１】
図１８においては、タッチ位置感知モジュール１０００の下部にディスプレイモジュール
３０００が配置されたものと説明したが、タッチ位置感知モジュール１０００がディスプ
レイモジュール３０００の内部に含まれた形態も可能である。また、図１８ではディスプ
レイモジュール３０００の下部にタッチ圧力感知モジュール２０００が配置されたものと
説明したが、タッチ圧力感知モジュール２０００の一部がディスプレイモジュール３００
０の内部に含まれた形態も可能である。具体的に、前記タッチ圧力感知モジュール２００
０の基準電位層２５００がディスプレイモジュール３０００の内部に配置され、前記ディ
スプレイモジュール３０００の下部に電極２１００、２２００が形成されてもよい。この
ように基準電位層２５００がディスプレイモジュール３０００の内部に配置されれば、デ
ィスプレイモジュール３０００の内部に形成されている間隙をタッチ圧力を感知するため
のスペーサ層として使用することによって、全体的なタッチパネル１３０の厚さを減少さ
せることができる。この時、前記基板４０００の上部に電極２１００、２２００が形成さ
れてもよい。このように、電極２１００、２２００が基板４０００の上部に形成されれば
、ディスプレイモジュール３０００の内部に形成されている間隙だけでなく、ディスプレ
イモジュール３０００と基板４０００との間に形成されている間隙をタッチ圧力を感知す
るためのスペーサ層として使用することによって、タッチ圧力を感知する感度をもう少し
高めることができる。
【００７２】
図２０ａは、第４実施形態によるタッチパネル１３０の構造図を例示する。図２０ａに示
されたように、本発明の第４実施形態によるタッチパネル１３０は、ディスプレイモジュ
ール３０００内にタッチ位置感知モジュールとタッチ圧力感知モジュールのうち少なくと
も一つを含んでもよい。
【００７３】
図２０ｂ及び２０ｃは、それぞれ第４実施形態によるタッチパネルのタッチ圧力感知及び
タッチ位置感知のための構造図である。図２０ｂ及び図２０ｃでは、ディスプレイモジュ
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ール３０００としてＬＣＤパネルを例示する。
【００７４】
ＬＣＤパネルの場合、ディスプレイモジュール３０００は、ＴＦＴ層３１００及びカラー
フィルター層３３００（ｃｏｌｏｒ ｆｉｌｔｅｒ ｌａｙｅｒ）を含んでもよい。ＴＦＴ
層３１００は、その真上に位置するＴＦＴ基板層を含む。カラーフィルター層３３００は
、その真下に位置するカラーフィルター基板層３２００を含む。ディスプレイモジュール
３０００は、ＴＦＴ層３１００とカラーフィルター層３３００との間に液晶層３６００（
ｌｉｑｕｉｄ ｃｒｙｓｔａｌ ｌａｙｅｒ）を含む。この時、ＴＦＴ基板層は，液晶層３
６００を駆動するための電場（ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｆｉｅｌｄ）を生成するのに必要な電
気的構成要素を含む。特に、ＴＦＴ基板層は、データライン（ｄａｔａ ｌｉｎｅ）、ゲ
ートライン（ｇａｔｅ ｌｉｎｅ）、ＴＦＴ、共通（ｃｏｍｍｏｎ）電極、及びピクセル
電極などを含む多様な層からなってもよい。これらの電気的構成要素は、制御された電場
を生成して液晶層３６００に位置した液晶を配向させるように作動することができる。よ
り具体的に、ＴＦＴ基板層は、コラム共通電極３４３０（Ｃｏｌｕｍｎ Ｖｃｏｍ）、ロ
ー共通電極３４１０（ｌｏｗ Ｖｃｏｍ）、及びガード遮蔽電極３４２０（Ｇｕａｒｄ ｓ
ｈｉｅｌｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）を含んでもよい。ガード遮蔽電極３４２０は、コラム
共通電極３４３０とロー共通電極３４１０との間に位置し、この両者の間に発生し得るフ
リンジフィールド（ｆｒｉｎｇｅ ｆｉｌｅｄ）により引き起こされる干渉を最小化にす
ることができる。以上のＬＣＤパネルに対する説明は、ＬＣＤ技術分野の当業者には自明
な事項である。
【００７５】
図２０ｂに例示されたように、本発明のディスプレイモジュール３０００は、カラーフィ
ルター基板層３２００に配置されたサブフォトスペーサ３５００（ｓｕｂ－ｐｈｏｔｏ 
ｓｐａｃｅｒ）を含んでもよい。これらのサブフォトスペーサ３５００は、ロー共通電極
３４１０と隣接したガード遮蔽電極３４２０との間の境界点の上に配置されてもよい。こ
の時、ＩＴＯのような伝導性物質層３５１０がサブフォトスペーサ３５００上にパターニ
ングされてもよい。ここで、フリンジ静電容量Ｃ１がロー共通電極３４１０と伝導性物質
層３５１０との間に形成され、フリンジ静電容量Ｃ２がガード遮蔽電極３４２０と伝導性
物質層３５１０との間に形成されてもよい。
【００７６】
図２０ｂに例示されたようなディスプレイモジュール３０００がタッチ圧力感知モジュー
ルとして動作する時、外部圧力によってサブフォトスペーサ３５００とＴＦＴ基板層との
間の距離が減少し、これによりロー共通電極３４１０とガード遮蔽電極３４２０との間の
静電容量が減少する。したがって、図２０ｂにおいて、伝導性物質層３５１０が基準電位
層の役割を行い、ロー共通電極３４１０とガード遮蔽電極３４２０との間の静電容量の変
化を感知することによって、タッチ圧力を感知することができる。
【００７７】
図２０ｃは、ＬＣＤパネルが、ディスプレイモジュール３０００がタッチ位置感知モジュ
ールとして用いられる場合の構造を例示する。図２０ｃでは、共通電極３７３０の配列を
例示する。この時、タッチ位置を検出するために、これらの共通電極３７３０は第１領域
３７１０と第２領域３７２０とにグループ付けすることができる。したがって、例えば一
つの第１領域３７１０に含まれた共通電極３７３０は、図２１ｃの第１電極６４００に対
応して機能するように操作されてもよく、また、一つの第２領域３７２０に含まれた共通
電極３７３０は、図２１ｃの第２電極６５００に対応して機能するように操作されてもよ
い。すなわち、ＬＣＤパネルを動作させるための電気的な構成である共通電極３７３０を
タッチ位置を検出するのに利用するために共通電極３７３０はグルーピングされてもよく
、このようなグルーピングは、構造的な構成と共に動作操作によって達成され得る。
【００７８】
以上で詳しく見たように、図２０に例示されたようなディスプレイモジュール３０００は
、ディスプレイモジュール３０００の電気的構成要素を本来の目的どおりに動作するよう
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にすることによって、ディスプレイモジュール３０００として機能することができる。ま
た、ディスプレイモジュール３０００は、ディスプレイモジュール３０００の電気的構成
要素の少なくとも一部をタッチ圧力感知のために動作するようにすることによって、タッ
チ圧力感知モジュールとして機能することができる。また、ディスプレイモジュール３０
００は、ディスプレイモジュール３０００の電気的構成要素の少なくとも一部をタッチ位
置感知のために動作するようにすることによって、タッチ位置感知モジュールとして機能
することができる。この時、それぞれの動作モード（ｍｏｄｅ）は、時分割で動作するこ
とができる。すなわち、第１時間区間にディスプレイモジュール３０００はディスプレイ
モジュールとして作動し、第２時間区間に圧力感知モジュールとして、及び／又は第３時
間区間に位置感知モジュールとして機能することができる。
【００７９】
図２０ｂ及び図２０ｃにおいては、単に説明のためにタッチ圧力及び位置感知のためのそ
れぞれの構造に対して例示するだけであり、ディスプレイモジュール３０００のディスプ
レイ動作のための電気的構成要素を操作することによって、ディスプレイモジュール３０
００がタッチ圧力及び／又はタッチ位置感知のために用いられ得る場合ならば、第４実施
形態に含まれてもよい。
【００８０】
図１は、本発明の実施形態による端末機を示す図面であり、図２ａ及び図２ｂは、面積に
よる静電容量の変化量を説明するための図面であり、図３ａ及び図３ｂは、圧力による静
電容量の変化量を説明するための図面であり、図４ａ及び図４ｂは、それぞれ単一タッチ
と多重タッチを例示する。
【００８１】
図１ないし図４を参照すると、本発明の実施形態による端末機１は、タッチパネル１０、
制御部２０、プロセッサ３０を含む。
【００８２】
端末機１は、タッチパネル１０の表面に少なくとも一つ以上の客体５０がタッチされる時
、客体５０のタッチ位置、客体５０のタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積を解釈す
ることによって、前記タッチに対応する動作制御を遂行することができる。ここで、客体
５０は、人の身体の一部に該当してもよく、スタイラスペンなどに該当してもよい。
【００８３】
したがって、使用者は、客体５０でタッチパネル１０の表面をタッチ（接触）することに
より、端末機１を操作することができる。
【００８４】
タッチパネル１０は、タッチスクリーンであってもよい。
【００８５】
プロセッサ３０は、タッチパネル１０に入力されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ
面積及びタッチパネル１０にタッチされた客体５０のタッチ位置（又は、座標）を検出す
ることができる。
【００８６】
プロセッサ３０は、客体５０のタッチによるタッチ位置、タッチ圧力の大きさ及び／又は
タッチ面積を検出することができる。また、プロセッサ３０は、検出されたタッチ位置、
タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積を数値化して端末機１の格納手段４０に前記数
値化された情報を格納することもできる。
【００８７】
具体的に、プロセッサ３０は、検出された静電容量の変化量によりタッチパネル１０に対
するタッチ面積を計算することができる。より具体的に、タッチパネル１０にタッチされ
た客体５０のタッチ面積が大きくなるほど静電容量の変化量の合計もまた大きくなり得る
。例えば、図２ａに示されたように、タッチパネル１０にタッチされる客体５０の面積が
ａの場合の静電容量の変化量の合計は９０（＝５０＋１０＋１０＋１０＋１０）である。
この時、図２ｂに示されたように、タッチパネル１０にタッチされる客体５０の面積がａ
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からｂ（ｂ＞ａ）へと大きくなる場合、静電容量の変化量の合計は３１０（＋５０＋４５
＋４５＋４５＋４５＋２０＋２０＋２０＋２０）へと大きくなってもよい。すなわち、プ
ロセッサ３０は、タッチパネル１０で測定された静電容量の変化量を用いてタッチ面積を
計算することができる。
【００８８】
また、プロセッサ３０は、検出された静電容量の変化量によりタッチパネル１０に対する
タッチ圧力の大きさを計算することができる。より具体的に、タッチパネル１０にタッチ
された客体５０のタッチ圧力の大きさが大きくなるほど静電容量の変化量の合計もまた大
きくなり得る。例えば、図３ａに示されたように、客体５０を圧力なしにタッチパネル１
０にタッチした場合（単純接触）の静電容量の変化量の合計は９０（＝５０＋１０＋１０
＋１０＋１０）である。この時、図３ｂに示されたように、客体５０を所定圧力を加えて
タッチパネル１０にタッチさせる場合、静電容量の変化量の合計は５７０（＝９０＋７０
＋７０＋７０＋７０＋５０＋５０＋５０＋５０）である。ここで、図３ａ及び図３ｂにお
いてタッチパネル１０にタッチされた客体５０の面積は、図２ａにおいてタッチパネル１
０にタッチされた客体５０の面積ａと同一である。
【００８９】
すなわち、プロセッサ３０は、検出された静電容量の変化量を用いてタッチ圧力の大きさ
を計算することができる。
【００９０】
制御部２０は、プロセッサ３０から伝達されたタッチ位置及びタッチ圧力の大きさ及び／
又はタッチ面積情報を用いて動作対象の動作制御を遂行することができる。
【００９１】
制御部２０は、プロセッサ３０で検出されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積に
より第１動作を遂行する。
【００９２】
具体的に、制御部２０は、プロセッサ３０で検出されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタ
ッチ面積により動作を遂行するようにすることができる。一例として、プロセッサ３０で
検出されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が大きくなれば、制御部２０は、動
作対象を第１動作の第２状態に動作させることができる。また、制御部２０は、タッチパ
ネル１０に入力されたタッチを解除（ｒｅｌｅａｓｅ）することになれば、動作対象を再
び第１状態に動作させることができる。
【００９３】
また、制御部２０は、タッチパネル１０上に入力されたタッチが単一タッチなのか又は多
重タッチなのかを判断することができ、単一タッチの有無、プロセッサ３０から伝達され
たタッチ位置及びタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積情報を用いて動作対象の動作
制御を遂行することができる。
【００９４】
ここで、前記単一タッチは、図４ａに示されたように、客体５０がタッチパネル１０にあ
らかじめ決定された時間内に１回タッチしたものであり、前記多重タッチは、図４ｂに示
されたように、少なくとも一つの客体５０がタッチパネル１０にあらかじめ決定された時
間内に２回以上タッチしたものである。具体的に、多重タッチは、第１タッチ及び第２タ
ッチを含んでもよい。この時、第１タッチは第２タッチに比べてタッチ圧力の大きさが小
さいか、もしくはタッチ面積が小さくてもよく、タッチ圧力及びタッチ面積が共に小さく
てもよい。また、第１タッチと第２タッチとの間には、客体５０がタッチパネル１０に対
する接触を解除する時間が含まれてもよい。
【００９５】
制御部２０は、単一タッチと判断されれば、プロセッサ３０で検出されたタッチ圧力の大
きさ及び／又はタッチ面積により動作対象を第１動作で動作させることができる。反面、
制御部２０は、多重タッチと判断されれば、プロセッサ３０で検出されたタッチ圧力の大
きさ及び／又はタッチ面積により動作対象を第２動作で動作させることができる。



(19) JP 2015-185173 A 2015.10.22

10

20

30

40

50

【００９６】
また、制御部２０は、プロセッサ３０で検出されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ
面積により動作を遂行するようにすることができる。一例として、タッチパネル１０上に
入力されたタッチが単一タッチである場合、プロセッサ３０で検出されたタッチ圧力の大
きさ及び／又はタッチ面積が大きくなれば、制御部２０は、動作対象を第１動作の第２状
態に動作させることができる。また、制御部２０は、タッチパネル１０に入力されたタッ
チを解除（ｒｅｌｅａｓｅ）することになれば、動作対象を再び第１状態に動作させるこ
とができる。
【００９７】
タッチパネル１０上に入力されたタッチが多重タッチである場合、プロセッサ３０で検出
されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が大きくなれば、制御部２０は、動作対
象を第１動作とは異なる第２動作の第２状態に動作させることができる。また、制御部２
０は、タッチパネル１０に入力されたタッチを解除（ｒｅｌｅａｓｅ）することになれば
、動作対象を再び第１状態に動作させることができる。
【００９８】
具体的に、以下の実施形態で説明することにする。
【００９９】
図５は、動作対象の動作制御の応用事例を示す図面である。
【０１００】
図５を参照すると、本発明の実施形態による動作対象の動作制御は、ボリュームのアップ
（ｕｐ）／ダウン（ｄｏｗｎ）、画面の拡大／縮小、再生速度の速く／遅く、対象体移動
方向調節、スクロール（ｓｃｒｏｌｌ）移動方向調節、明暗調節、及び彩度調節を含んで
もよい。ここで、第２動作は、第１動作の反対動作であってもよい。
【０１０１】
具体的に、第１動作がボリュームのアップならば、第２動作はボリュームのダウンであっ
てもよく、第１動作が画面の拡大ならば、第２動作は画面の縮小であってもよく、第１動
作が再生速度を速くすることならば、第２動作は再生速度を遅くすることであってもよく
、第１動作が対象体の下側への移動ならば、第２動作は対象体の上側への移動であっても
よく、第１動作が下側へのスクロールならば、第２動作は上側へのスクロールであっても
よく、第１動作が明るくすることならば、第２動作は暗くすることであってもよく、第１
動作が濃くすることならば、第２動作は薄くすることであってもよい。
【０１０２】
応用事例について、より具体的に説明すると、画面の拡大／縮小は、スクリーンに表示さ
れる画面の全体又は一部の大きさを大きく又は小さくする場合を示す。例えば、スクリー
ンに文字が表示された場合、画面に表示された文字の一部を所望する倍率に臨時拡大又は
縮小することができる。または、スクリーンに表示された特定の対象体に対する拡大／縮
小の大きさを調節することもできる。例えば、スクリーンに表示された写真のようなイメ
ージだけを臨時拡大／縮小することができ、スクリーンに表示された地図を臨時拡大／縮
小することができる。
【０１０３】
ボリュームのアップ／ダウンは、本発明の実施形態による端末機１を備えた装置が映像又
は音声ファイルを再生している時、該当ファイルの声の大きさを臨時に高くしたり低くし
たりする場合を示す。
【０１０４】
再生速度の速く／遅くは、本発明の実施形態による端末機１を備えた装置が動画をプレイ
する時、その再生速度を臨時に速く又は遅く調節することを示す。
【０１０５】
対象体の移動方向調節は、スクリーンに表示された特定の対象体のスクリーン内における
上下左右移動、又は複数の対象体のうち特定の対象体を選択するための移動方向を臨時に
調節することができる。例えば、スクリーンに表示された複数の写真を「前に進める」も



(20) JP 2015-185173 A 2015.10.22

10

20

30

40

50

しくは「後ろに進める」ができる。
【０１０６】
スクロール移動方向は、スクリーンにスクロールバーが明示的に又は非明示的に表示され
る場合、スクロールの移動方向、例えば上下又は左右に臨時移動することができる。
【０１０７】
明暗／彩度調節は、スクリーンの明るさ又は彩度の大きさの値を臨時に調節することを示
してもよい。
【０１０８】
図６は、本発明の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作方
法を例示する。
【０１０９】
図６を参照すると、本発明の実施形態によるタッチ入力及びタッチ面積による動作対象の
臨時操作方法は、客体５０をタッチパネル１０にタッチした後、圧力を加え、再び圧力を
解除する過程を含む。
【０１１０】
図７ａ及び図７ｂは、図６に示された方法に伴う第１動作の実施例を示す。
【０１１１】
図７ａ及び図７ｂを参照すると、第１動作は、使用者が拡大しようとする領域を第１状態
から第２状態に拡大した後、再び第２状態から第１状態に復帰させる動作を含んでもよい
。この時、拡大鏡の大きさ又は拡大倍率は、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積に
よって変更されてもよい。ここで、第１動作は、使用者が縮小しようとする領域を第１状
態から第２状態に縮小した後、再び第２状態から第１状態に復帰させる動作であってもよ
いが、下では第２状態が拡大する例を挙げて説明する。
【０１１２】
具体的に、図７ａに示されたように、タッチパネル１０にタッチが入力される前にタッチ
スクリーンに第１状態の画面がディスプレイされる。その後、タッチパネル１０にタッチ
が入力されれば、画面に拡大鏡がディスプレイされ、入力されたタッチが単一タッチであ
る場合、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が大きくなるにつれ、拡大鏡の領域に
含まれる文字の拡大倍率は一定に維持されるが、拡大鏡の大きさが大きくなる。その後、
タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が小さくなるにつれ、第２状態の拡大鏡の大き
さが徐々に小さくなり、タッチパネル１０に入力されたタッチを完全に解除（ｒｅｌｅａ
ｓｅ）することになれば、再びタッチスクリーンに第１状態の画面がディスプレイされる
。
【０１１３】
また、図７ｂに示されたように、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が大きくなる
につれ、拡大鏡の大きさは一定に維持されるが、拡大鏡の領域に含まれる文字の拡大倍率
が大きくなる。その後、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が小さくなるにつれ、
第２状態の文字の拡大倍率が徐々に小さくなり、タッチパネル１０に入力されたタッチを
完全に解除（ｒｅｌｅａｓｅ）することになれば、再びタッチスクリーンに第１状態の画
面がディスプレイされる。
【０１１４】
ここで、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積により、拡大鏡の大きさと拡大鏡の領
域に含まれる文字の拡大倍率とを同時に調節することもできる。
【０１１５】
タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積を早く大きくなるようにすれば、これに対応す
る拡大鏡の大きさ及び／又は拡大鏡の領域に含まれる文字の拡大倍率の増加速度を増加さ
せることができ、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積を早く小さくなるようにすれ
ば、これに対応する拡大鏡の大きさ及び／又は拡大鏡の領域に含まれる文字の拡大倍率の
減少速度を増加させることができる。
【０１１６】
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また、第２状態でタッチパネル１０に入力されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面
積を調節することによって、拡大鏡の大きさ又は拡大鏡の領域に含まれる文字の拡大倍率
を所望する値に調節することができる。
【０１１７】
また、第２領域でタッチパネル１０にタッチされた客体５０をスライディングすることに
よって、拡大鏡の領域を移動させて所望する領域を拡大させることができる。
【０１１８】
ここで、指などのタッチ客体によって拡大鏡が遮られないために、拡大鏡がタッチ位置か
ら所定の間隔でオフセットされた位置にディスプレイされてもよい。
【０１１９】
具体的に、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積により、拡大鏡の中心とタッチ位置
とのオフセットが変更されてもよい。図７ａに示されたように、拡大鏡の領域に含まれる
文字の拡大倍率は一定に維持されるが、拡大鏡の大きさが大きくなる場合、タッチ圧力の
大きさ及び／又はタッチ面積により、タッチ位置と拡大鏡の中心とのオフセットが変更さ
れてもよい。もう少し具体的に、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が大きくなれ
ば、タッチ位置と拡大鏡の中心とのオフセットが増加し、タッチ圧力の大きさ及び／又は
タッチ面積が小さくなれば、タッチ位置と拡大鏡の中心とのオフセットが減少し、常にほ
ぼタッチ位置に拡大鏡の縁がディスプレイされるようにすることができる。
【０１２０】
また、図７ｂに示されたように、拡大鏡の大きさは一定に維持されるが、拡大鏡の領域に
含まれる文字の拡大倍率が大きくなる場合、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積と
関係なしに、タッチ位置と拡大鏡の中心とのオフセットが一定に設定されてもよい。もう
少し具体的に、タッチ位置と拡大鏡の中心とのオフセットを拡大鏡の半径の値を有するよ
うに設定し、常にほぼタッチ位置に拡大鏡の縁がディスプレイされるようにすることがで
きる。
【０１２１】
このとき、タッチパネル１０の方向と関係なしに、拡大鏡がタッチ位置から客体５０の所
定の固定された方向にオフセットされた位置にディスプレイされてもよい。具体的に、ジ
ャイロスコープ又は重力センサなどのようなセンサを用いて、横方向又は縦方向など、タ
ッチパネル１０が置かれた方向と関係なしに、拡大鏡がタッチ位置から使用者が設定した
方向、例えば指の上側方向にオフセットされた位置にディスプレイすることができるので
、タッチパネル１０を横方向から縦方向に、又は縦方向から横方向に回転させても、拡大
鏡が指などのタッチ客体によって隠されず、タッチ位置から常に一定の方向にオフセット
されてディスプレイすることができる。
【０１２２】
図８は、図６に示された方法に伴う第２動作の実施例を示す。
【０１２３】
ここで、第２動作は、前記第１動作と反対の動作であって、タッチ圧力の大きさ及び／又
はタッチ面積により縮小させる動作である。
【０１２４】
図８を参照すると、第２動作は、使用者が縮小しようとする領域を第１状態から第２状態
に縮小した後、再び第２状態から第１状態に復帰させる動作を含んでもよい。このとき、
拡大鏡の大きさ又は縮小倍率は、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積によって変更
されてもよい。
【０１２５】
具体的に、図８に示されたように、タッチパネル１０にタッチが入力される前にタッチス
クリーンに第１状態の画面がディスプレイされる。その後、タッチパネル１０にタッチが
入力されれば、画面に拡大鏡がディスプレイされ、入力されたタッチが多重タッチである
場合、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が大きくなるにつれ、拡大鏡の大きさは
一定に維持されるが、拡大鏡の領域に含まれる文字の拡大倍率が小さくなる。その後、タ
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ッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が小さくなるにつれ、第２状態の文字の拡大倍率
が徐々に大きくなり、タッチパネル１０に入力されたタッチを完全に解除（ｒｅｌｅａｓ
ｅ）することになれば、再びタッチスクリーンに第１状態の画面がディスプレイされる。
【０１２６】
このような方法で、使用者が簡単なタッチ入力で拡大又は縮小することを所望するディス
プレイされる画面の一部の領域を、所望する倍率に臨時に拡大又は縮小させてディスプレ
イさせ、拡大又は縮小された領域を確認した後、入力されたタッチを解除することによっ
て、再び元の状態の画面がディスプレイされるようにできる。
【０１２７】
図９は、図６に示された方法に伴う第１動作の他の実施例を示し、図１０は、図６に示さ
れた方法に伴う第２動作の他の実施例を示す。ここで、図９及び図１０に対する説明は、
図７ａ、図７ｂ及び図８に対する説明と類似する。したがって、異なる点を中心に説明す
ることにする。
【０１２８】
図９及び図１０を参照すると、第１動作は、使用者が見ようとする地図（ｍａｐ）を第１
状態から第２状態に拡大した後、再び第２状態から第１状態に縮小する動作を含んでもよ
く、第２動作は、使用者が見ようとする地図を第１状態から第２状態に縮小した後、再び
第２状態から第１状態に拡大する動作を含んでもよい。
【０１２９】
具体的に、図９に示されたように、タッチパネル１０にタッチが入力される前にタッチス
クリーンに第１状態の地図がディスプレイされる。その後、タッチパネル１０にタッチが
入力されれば、入力されたタッチが単一タッチである場合、タッチ圧力の大きさ及び／又
はタッチ面積が大きくなるにつれ、地図が第１状態より拡大された第２状態となることを
見ることができる。その後、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が小さくなるにつ
れ、第２状態の地図が徐々に縮小し、タッチパネル１０に入力されたタッチを完全に解除
（ｒｅｌｅａｓｅ）することになれば、再びタッチスクリーンに第１状態の地図がディス
プレイされる。
【０１３０】
また、図１０に示されたように、タッチパネル１０にタッチが入力される前にタッチスク
リーンに第１状態の地図がディスプレイされる。その後、タッチパネル１０にタッチが入
力されれば、入力されたタッチが多重タッチである場合、タッチ圧力の大きさ及び／又は
タッチ面積が大きくなるにつれ、地図が第１状態より縮小された第２状態となることを見
ることができる。その後、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が小さくなるにつれ
、第２状態の地図が徐々に拡大し、タッチパネル１０に入力されたタッチを完全に解除（
ｒｅｌｅａｓｅ）することになれば、再びタッチスクリーンに第１状態の地図がディスプ
レイされる。
【０１３１】
ここで、地図の拡大倍率を変更する速度の調節に対する説明は、図７ａ及び図７ｂで説明
した通りである。
【０１３２】
また、第２状態でタッチパネル１０に入力されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面
積を調節することにより、地図の拡大倍率を所望の値に調節することができる。
【０１３３】
ここで、地図がタッチ位置を中心に拡大又は縮小されてもよく、タッチ位置と関係なしに
画面の中央を中心に拡大又は縮小されてもよい。
【０１３４】
このような方法で、使用者が簡単なタッチ入力で拡大又は縮小することを所望する地図を
、所望する倍率に臨時に拡大又は縮小させてディスプレイさせ、拡大又は縮小された地図
を確認した後、入力されたタッチを解除することによって、再び元の状態の地図がディス
プレイされるようにできる。
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【０１３５】
また、図７ａ、図７ｂ及び図８ないし図１０には示されなかったが、前で説明した操作は
、他の動作対象（ボリューム、再生速度、対象体移動方向調節、スクロール移動方向調節
及び明暗／彩度調節）に対しても、同一に適用されてもよい。
【０１３６】
以下では、本発明の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作
方法を説明する。以下では、図１を共に参照することにする。
【０１３７】
図１１は、本発明の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時操作
方法を説明するためのフローチャートである。
【０１３８】
図１及び図１１を参照すると、動作対象を第１状態に動作させる（Ｓ１００）。一例とし
て、図７ａに示されたように、タッチパネル１０にタッチが入力される前にタッチスクリ
ーンに第１状態の画面がディスプレイされる。
【０１３９】
タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積を検出する（Ｓ２００）。タッチパネル１０に
タッチが入力されれば、プロセッサ３０は検出された静電容量の変化量によりタッチパネ
ル１０に対するタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積を計算することができる。
【０１４０】
検出されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積による動作対象を第１動作の第２状
態に動作させる（Ｓ３００）。一例として、図７ａに示されたように、タッチ圧力の大き
さ及び／又はタッチ面積が大きくなるにつれ拡大鏡の大きさが大きくなる拡大鏡が画面に
ディスプレイされる。
【０１４１】
ここで、第２状態でタッチパネル１０に入力されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ
面積を調節することにより、動作対象の第２状態が変更されてもよい。
【０１４２】
入力されたタッチが解除されたかどうかを確認する（Ｓ４００）。入力されたタッチが解
除されなかった場合、Ｓ２００段階に戻る。一例として、図７ａに示されたように、タッ
チ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が小さくなるにつれ、第２状態の拡大鏡の大きさが
徐々に小さくなる。
【０１４３】
反面、入力されたタッチが解除された場合、動作対象を第１状態に動作させる（Ｓ５００
）。一例として、図７ａに示されたように、タッチパネル１０に入力されたタッチを完全
に解除（ｒｅｌｅａｓｅ）することになれば、再びタッチスクリーンに第１状態の画面が
ディスプレイされる。
【０１４４】
図１２は、本発明の他の実施形態によるタッチ圧力及びタッチ面積による動作対象の臨時
操作方法を説明するためのフローチャートである。
【０１４５】
図１及び図１２を参照すると、動作対象を第１状態に動作させる（Ｓ１０００）。一例と
して、図７ｂに示されたように、タッチパネル１０にタッチが入力される前にタッチスク
リーンに第１状態の画面がディスプレイされる。
【０１４６】
入力されたタッチが単一タッチなのか多重タッチなのかを判断する（Ｓ２０００）。タッ
チパネル１０にタッチが入力されると、制御部２０は、タッチパネル１０上に入力された
タッチが単一タッチなのか又は多重タッチなのかを判断する。
【０１４７】
入力されたタッチが単一タッチである場合、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積を
検出する（Ｓ３０００）。タッチパネル１０にタッチが入力されれば、プロセッサ３０は
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、検出された静電容量の変化量によりタッチパネル１０に対するタッチ入力の大きさ及び
／又はタッチ面積を計算することができる。
【０１４８】
検出されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積により、動作対象を第１動作の第２
状態に動作させる（Ｓ４０００）。一例として、図７ｂに示されたように、タッチ圧力の
大きさ及び／又はタッチ面積が大きくなるにつれ拡大鏡の拡大倍率が大きくなる拡大鏡が
画面にディスプレイされる。
【０１４９】
ここで、第２状態でタッチパネル１０に入力されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ
面積を調節することにより、動作対象の第２状態が変更されてもよい。
【０１５０】
入力されたタッチが解除されたかどうかを確認する（Ｓ５０００）。入力されたタッチが
解除されなかった場合、Ｓ３０００段階に戻る。一例として、図７ｂに示されたように、
タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が小さくなるにつれ、第２状態の文字の拡大倍
率が徐々に小さくなる。
【０１５１】
入力されたタッチが多重タッチである場合、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積を
検出する（Ｓ３０００’）。タッチパネル１０にタッチが入力されれば、プロセッサ３０
は検出された静電容量の変化量によりタッチパネル１０に対するタッチ圧力の大きさ及び
／又は面積を計算することができる。
【０１５２】
検出されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積により、動作対象を第１動作と異な
る第２動作の第２状態に動作させる（Ｓ４０００’）。一例として、図８に示されたよう
に、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が大きくなるにつれ拡大鏡の拡大倍率が小
さくなる拡大鏡が画面にディスプレイされる。
【０１５３】
ここで、第２状態でタッチパネル１０に入力されたタッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ
面積を調節することにより、動作対象の第２状態が変更されてもよい。
【０１５４】
入力されたタッチが解除されたかどうかを確認する（Ｓ５０００’）。入力されたタッチ
が解除されなかった場合、Ｓ３０００’段階に戻る。一例として、図８に示されたように
、タッチ圧力の大きさ及び／又はタッチ面積が小さくなるにつれ、第２状態の文字の拡大
倍率が徐々に大きくなる。
【０１５５】
反面、入力されたタッチが解除された場合、動作対象を第１状態に動作させる（Ｓ６００
０）。一例として、図７ｂ又は図８に示されたように、タッチパネル１０に入力されたタ
ッチを完全に解除（ｒｅｌｅａｓｅ）することになれば、再びタッチスクリーンに第１状
態の画面がディスプレイされる。
【０１５６】
タッチスクリーンに複数の動作対象が同時にディスプレイされる場合、制御部２０は、タ
ッチ位置により動作対象を識別することができる。このような識別は、単一タッチなのか
多重タッチなのかを判断する前又は後になされてもよい。
【０１５７】
以上において、タッチ面積により動作対象の状態を変更する場合、タッチ圧力を感知する
ハードウェアがなくても、本実施形態による動作対象を臨時操作することができる。一方
、タッチ圧力の大きさにより動作対象の状態を変更する場合、タッチ圧力の大きさが線形
的に調節することができるという長所がある。また、使用者が所望する状態に動作対象の
状態を変更するためにタッチスクリーンに入力されたタッチのタッチ圧力の大きさを調節
するのが相対的に容易である。さらに、スタイラスペンのような客体を使用する場合にも
、タッチ圧力の大きさを調節するのが容易である。
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以上で、実施形態に説明された特徴、構造、効果などは、本発明の一つの実施形態に含ま
れ、必ずしも一つの実施形態にのみ限定される訳ではない。さらに、各実施形態において
例示された特徴、構造、効果などは、実施形態が属する分野における通常の知識を有する
者によって、他の実施形態についても組み合わせ又は変形されて実施可能である。したが
って、このような組み合わせと変形に係わる内容は、本発明の範囲に含まれるものと解釈
されるべきであろう。
【０１５９】
また、以上で実施形態を中心に説明したが、これは単に例示に過ぎず、本発明を限定する
のではなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する者であれば、本実施形態の
本質的な特性を外れない範囲で、以上に例示されない様々な変形と応用が可能であること
が分かるはずである。例えば、実施形態に具体的に示された各構成要素は、変形して実施
することができるものである。そして、このような変形と応用に係わる相違点は、添付の
特許請求の範囲において規定する本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきであろう
。
【符号の説明】
【０１６０】
１　　　　端末機
１０　　　タッチパネル
２０　　　制御部
３０　　　プロセッサ
４０　　　格納手段

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３ａ】

【図３ｂ】
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