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(57)【要約】
【課題】簡単な操作で所望の文字を選択することができ
、文字選択における操作性の改善が図れる電子機器を提
供する。
【解決手段】指示体がタッチパネルに接していない場合
に、少なくとも指示体とタッチパネルとの距離と、指示
体のタッチパネル面上の座標とを検出可能であり、指示
体がタッチパネルに接していない場合でかつ、座標が所
定の表示領域内に対応する場合に、表示器は距離が大き
くなるに応じて、少なくとも複数種類の文字を所定順番
で切り換えて表示し、その後、座標が所定の表示領域か
ら外れると、切り換えて表示された文字を選択する。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の表示領域を備えた表示器と、
　前記表示器に重ねて配置されたタッチパネルと、を備え、
　指示体が前記タッチパネルに接していない場合に、少なくとも前記指示体と前記タッチ
パネルとの距離と、前記指示体の前記タッチパネル面上の座標とを検出可能であり、
　前記指示体が前記タッチパネルに接していない場合でかつ、前記座標が前記所定の表示
領域内に対応する場合に、前記表示器は前記距離が大きくなるに応じて、少なくとも複数
種類の文字を所定順番で切り換えて表示し、その後、前記座標が前記所定の表示領域から
外れると、前記切り換えて表示された文字を選択する、
電子機器。
【請求項２】
　少なくとも１つの第１の表示領域及び少なくとも２つの第２の表示領域を備えた表示器
と、
　前記表示器に重ねて配置されたタッチパネルと、を備え、
　指示体が前記タッチパネルに接していない場合に、少なくとも前記指示体と前記タッチ
パネルとの距離と、前記指示体の前記タッチパネル面上の座標とを検出可能であり、
　前記指示体が前記タッチパネルに接していない場合でかつ、前記座標が前記第１の表示
領域内に対応する場合に、前記表示器は前記距離が大きくなるに応じて、前記第２の表示
領域は、少なくとも複数種類の文字を所定順番で切り換えて表示し、
　前記座標が、前記第１の表示領域から外れた場合、及び／又は、前記第２の表示領域に
入った場合に、前記表示器は前記距離が変化しても前記文字を切り換えて表示しない、
電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器であって、
　前記座標が、前記第１の表示領域から外れた場合、及び／又は、前記第２の表示領域に
入った場合、前記第２の表示領域は表示されている前記文字を継続して表示し、前記距離
が変化しても前記文字を切り換えて表示しない、
電子機器。
【請求項４】
　請求項３に記載の電子機器であって、
　前記タッチパネルは、前記指示体の接触と、前記指示体が当該タッチパネルに接触した
場合に、前記指示体の前記タッチパネル面上の座標とを検出可能であり、
　前記文字が継続して表示されている場合に、前記タッチパネルが、少なくとも接触を検
出した場合、前記接触した前記座標に対応する前記第２の表示領域に、前記継続して表示
されている文字が、選択されたとする、
電子機器。
【請求項５】
　請求項４に記載の電子機器であって、
　前記接触した前記座標に対応する前記第２の表示領域とは、前記接触した前記座標によ
り近い第２の表示領域である、
電子機器。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５に記載の電子機器であって、
　前記接触した前記座標に対応する前記第２の表示領域とは、前記接触した前記座標が含
まれる第２の表示領域である、
電子機器。
【請求項７】
　請求項４から請求項６のいずれか１項に記載の電子機器であって、
　前記表示器は、入力領域を備え、
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　前記入力領域は、選択された文字が入力される、
電子機器。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の電子機器であって、
　前記表示器は、前記距離が小さくなるに応じて、前記複数種類の文字を、前記所定順番
と逆の順番で切り換えて表示する、
電子機器。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の電子機器であって、
　前記複数種類の文字は、少なくともアルファベットの「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」
「Ｆ」「Ｇ」「Ｈ」「Ｉ」「Ｊ」「Ｋ」「Ｌ」「Ｍ」「Ｎ」「Ｏ」「Ｐ」「Ｑ」「Ｒ」「
Ｓ」「Ｔ」「Ｕ」「Ｖ」「Ｗ」「Ｘ」「Ｙ」「Ｚ」の中の文字であって、
　前記所定順番は、上記した文字順に基づく順番である、
電子機器。
【請求項１０】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の電子機器であって、
　前記複数種類の文字は、少なくとも数字の「１」「２」「３」「４」「５」「６」「７
」「８」「９」「０」の中の文字であって、
　前記所定順番は、上記した文字順に基づく順番である、
電子機器。
【請求項１１】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の電子機器であって、
　前記複数種類の文字は、少なくとも日本語の「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「
ま」「や」「ら」「わ」「ん」の中の文字であって、
　前記所定順番は、上記した文字順に基づく順番である、
電子機器。
【請求項１２】
　表示器と、前記表示器に重ねて配置されたタッチパネルと、を備える電子機器において
利用可能な文字選択方法であって、
　指示体が前記タッチパネルに接していない場合に、少なくとも前記指示体と前記タッチ
パネルとの距離と、前記指示体の前記タッチパネル面上の座標とを検出可能であり、
　前記指示体が前記タッチパネルに接していない場合でかつ、前記座標が所定の表示領域
内に対応する場合に、前記表示器は前記距離が大きくなるに応じて、少なくとも複数種類
の文字を所定順番で切り換えて表示し、その後、前記座標が前記所定の表示領域から外れ
ると、前記切り換えて表示された文字を選択する、
文字選択方法。
【請求項１３】
　少なくとも１つの第１の表示領域及び少なくとも２つの第２の表示領域を備えた表示器
と、前記表示器に重ねて配置されたタッチパネルと、を備える電子機器において利用可能
な文字選択方法であって、
　指示体が前記タッチパネルに接していない場合に、少なくとも前記指示体と前記タッチ
パネルとの距離と、前記指示体の前記タッチパネル面上の座標とを検出可能であり、
　前記指示体が前記タッチパネルに接していない場合でかつ、前記座標が前記第１の表示
領域内に対応する場合に、前記表示器は前記距離が大きくなるに応じて、前記第２の表示
領域は、少なくとも複数種類の文字を所定順番で切り換えて表示し、
　前記座標が、前記第１の表示領域から外れた場合、及び／又は、前記第２の表示領域に
入った場合に、前記表示器は前記距離が変化しても前記文字を切り換えて表示しない、
文字表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、電子機器、文字選択方法及び文字表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルを用いた電子機器の一例が特許文献１，２に記載されている。周知の如く
、タッチパネルは画像を表示する表示器（例えば、液晶表示器）に重ねて配置される。な
お、タッチパネルは、保護ガラスとセンサー（ガラス、フィルム）とタッチパネルコント
ローラが一体になったものはタッチパネルモジュール、タッチパネルモジュールと表示器
をまとめてタッチパネルユニットと呼ばれている。
【０００３】
　特許文献１に記載された携帯電話は、ユーザが機器をどのように握ってもキー操作し易
いように、ユーザが機器を握った部分をセンサーで検出し、その状況に応じて表示領域を
シフトさせるものである。他方、特許文献２に記載されたタッチパネル付き表示装置は、
該表示装置の駆動に起因するタッチパネルの誤検出を防止するために、タッチパネルのセ
ンサー電極を１つずつ選択し、選択したセンサー電極に応じた位置に対する導体（指）の
接触を判定するようにしたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本国特開２０１０－１５４０９０号公報
【特許文献２】日本国特開２０１１－１７０７８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、タッチパネルは、人の指で触れた場合に指紋が付着する等、汚れが生じてし
まうという課題がある。この場合、手袋を装着することで指紋の付着を防止できるが、手
袋を装着することで、操作性が悪化してしまう。これらの課題は、タッチパネルに指が接
触することなく所定の範囲の高さでの操作（以下、この近接操作のことを“ホバー操作”
と呼ぶ）を可能にした静電容量方式のタッチパネルを用いることで解決可能である。
【０００６】
　ここで、静電容量方式のタッチパネルについて説明する。図４２は、静電容量方式のタ
ッチパネルの概略構成を示す図である。同図において、板状の誘電体１００の下面に離間
して送信電極１０１と受信電極１０２が配置されており、送信電極１０１には、駆動バッ
ファ１０３から駆動パルスが印加される。駆動パルスが印加されたときに電界が発生する
。この電界中に手が入ると、送信電極１０１と受信電極１０２の間の電気力線の数が減少
する。電気力線の数の変化が受信電極１０２における電荷の変化として現れる。受信電極
１０２における電荷の変化から、手のタッチパネルへの接近を検出することができる。
【０００７】
　図４３は、タッチパネルに手を徐々に近づけたときの指の検出状態を示す図である。同
図において、（ａ）は、手が電界から離れているときの状態である。（ｂ）は指が電界内
に入ったときの指ホバー検出状態である。（ｃ）は指が電界内に完全に入ってタッチパネ
ルに触れている指タッチ検出状態である。
【０００８】
　本発明は、係る事情に鑑みてなされたものであり、簡単な操作で所望の文字を選択する
ことができ、文字選択における操作性の改善が図れる電子機器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】
　本発明の電子機器は、所定の表示領域を備えた表示器と、前記表示器に重ねて配置され
たタッチパネルと、を備え、指示体が前記タッチパネルに接していない場合に、少なくと
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も前記指示体と前記タッチパネルとの距離と、前記指示体の前記タッチパネル面上の座標
とを検出可能であり、前記指示体が前記タッチパネルに接していない場合でかつ、前記座
標が前記所定の表示領域内に対応する場合に、前記表示器は前記距離が大きくなるに応じ
て、少なくとも複数種類の文字を所定順番で切り換えて表示し、その後、前記座標が前記
所定の表示領域から外れると、前記切り換えて表示された文字を選択する。
【００１０】
　上記構成によれば、指示体（例えば指やペン先）とタッチパネルとの距離が大きくなる
に応じて、少なくとも複数種類の文字を所定順番で切り換えて表示するので、簡単な操作
で所望の文字を選択することができ、文字選択における操作性改善が図れる。
【００１１】
　本発明の電子機器は、少なくとも１つの第１の表示領域及び少なくとも２つの第２の表
示領域を備えた表示器と、前記表示器に重ねて配置されたタッチパネルと、を備え、指示
体が前記タッチパネルに接していない場合に、少なくとも前記指示体と前記タッチパネル
との距離と、前記指示体の前記タッチパネル面上の座標とを検出可能であり、前記指示体
が前記タッチパネルに接していない場合でかつ、前記座標が前記第１の表示領域内に対応
する場合に、前記表示器は前記距離が大きくなるに応じて、前記第２の表示領域は、少な
くとも複数種類の文字を所定順番で切り換えて表示し、前記座標が、前記第１の表示領域
から外れた場合、及び／又は、前記第２の表示領域に入った場合に、前記表示器は前記距
離が変化しても前記文字を切り換えて表示しない。
【００１２】
　上記構成によれば、少なくとも２つの表示領域のそれぞれにおいて、少なくとも複数種
類の文字を所定の順番で切り替えて表示するので、簡単な操作で所望の文字を選択するこ
とができ、文字選択における操作性改善が図れる。
【００１３】
　上記構成において、前記座標が、前記第１の表示領域から外れた場合、及び／又は、前
記第２の表示領域に入った場合、前記第２の表示領域は表示されている前記文字を継続し
て表示し、前記距離が変化しても前記文字を切り換えて表示しない。
【００１４】
　上記構成によれば、タッチパネル面上の指示体の座標が、第１の表示領域から外れた場
合や第２の表示領域に入った場合に、第２の表示領域に表示している文字を継続して表示
し、指示体との間の距離に変化があっても文字を切り換えないので、誤操作を低減でき、
文字選択における操作性改善が図れる。
【００１５】
　上記構成において、前記タッチパネルは、前記指示体の接触と、前記指示体が当該タッ
チパネルに接触した場合に、前記指示体の前記タッチパネル面上の座標とを検出可能であ
り、前記文字が継続して表示されている場合に、前記タッチパネルが、少なくとも接触を
検出した場合、前記接触した前記座標に対応する前記第２の表示領域に、前記継続して表
示されている文字が、選択されたとする。
【００１６】
　上記構成によれば、第２の表示領域に文字を継続して表示しているときに、指示体のタ
ッチパネルへの接触を検出した場合、第２の表示領域に継続して表示している文字を確定
するので、選択した文字を容易に確定することができ、文字選択における操作性改善が図
れる。
【００１７】
　上記構成において、前記接触した前記座標に対応する前記第２の表示領域とは、前記接
触した前記座標により近い第２の表示領域である。
【００１８】
　上記構成において、前記接触した前記座標に対応する前記第２の表示領域とは、前記接
触した前記座標が含まれる第２の表示領域である。
【００１９】
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　上記構成において、前記表示器は、入力領域を備え、前記入力領域は、選択された文字
が入力される。
【００２０】
　上記構成において、前記表示器は、前記距離が小さくなるに応じて、前記３種類の文字
を、前記所定順番と逆の順番で切り換えて表示する。
【００２１】
　上記構成において、前記複数種類の文字は、少なくともアルファベットの「Ａ」「Ｂ」
「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」「Ｆ」「Ｇ」「Ｈ」「Ｉ」「Ｊ」「Ｋ」「Ｌ」「Ｍ」「Ｎ」「Ｏ」「
Ｐ」「Ｑ」「Ｒ」「Ｓ」「Ｔ」「Ｕ」「Ｖ」「Ｗ」「Ｘ」「Ｙ」「Ｚ」の中の文字であっ
て、前記所定順番は、上記した文字順に基づく順番である。
【００２２】
　上記構成において、前記複数種類の文字は、少なくとも数字の「１」「２」「３」「４
」「５」「６」「７」「８」「９」「０」の中の文字であって、前記所定順番は、上記し
た文字順に基づく順番である。
【００２３】
　上記構成において、前記複数種類の文字は、少なくとも日本語の「あ」「か」「さ」「
た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」「ん」の中の文字であって、前記所定順番は
、上記した文字順に基づく順番である。
【００２４】
　本発明の文字選択方法は、表示器と、前記表示器に重ねて配置されたタッチパネルと、
を備える電子機器において利用可能な文字選択方法であって、指示体が前記タッチパネル
に接していない場合に、少なくとも前記指示体と前記タッチパネルとの距離と、前記指示
体の前記タッチパネル面上の座標とを検出可能であり、前記指示体が前記タッチパネルに
接していない場合でかつ、前記座標が所定の表示領域内に対応する場合に、前記表示器は
前記距離が大きくなるに応じて、少なくとも複数種類の文字を所定順番で切り換えて表示
し、その後、前記座標が前記所定の表示領域から外れると、前記切り換えて表示された文
字を選択する。
【００２５】
　本発明の文字表示方法は、少なくとも１つの第１の表示領域及び少なくとも２つの第２
の表示領域を備えた表示器と、前記表示器に重ねて配置されたタッチパネルと、を備える
電子機器において利用可能な文字選択方法であって、指示体が前記タッチパネルに接して
いない場合に、少なくとも前記指示体と前記タッチパネルとの距離と、前記指示体の前記
タッチパネル面上の座標とを検出可能であり、前記指示体が前記タッチパネルに接してい
ない場合でかつ、前記座標が前記第１の表示領域内に対応する場合に、前記表示器は前記
距離が大きくなるに応じて、前記第２の表示領域は、少なくとも複数種類の文字を所定順
番で切り換えて表示し、前記座標が、前記第１の表示領域から外れた場合、及び／又は、
前記第２の表示領域に入った場合に、前記表示器は前記距離が変化しても前記文字を切り
換えて表示しない。
【００２６】
　上記方法によれば、指示体（例えば指やペン先）とタッチパネルとの距離が大きくなる
に応じて、少なくとも３種類の文字を所定順番で切り換えて表示するので、簡単な操作で
所望の文字を選択することができ、文字選択における操作性改善が図れる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、簡単な操作で所望の文字を選択することができ、文字選択における操
作性の改善が図れる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電子機器の概観を示す斜視図
【図２】図１の電子機器の概略構成を示すブロック図
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【図３】図１の電子機器のＡ－Ａ線断面図
【図４】図１の電子機器のタッチパネル部におけるカバーパネルと、受信センサーパネル
及び送信センサーパネルと、液晶表示部との配置関係を示す斜視図
【図５】図１の電子機器のタッチパネル部の受信センサーパネルを示す平面視図
【図６】図１の電子機器のタッチパネル部の送信センサーパネルを示す平面視図
【図７】図１の電子機器の受信センサーパネルと送信センサーパネルが重ねて配置された
状態を示す平面視図
【図８】図１の電子機器のタッチパネルコントローラの動作を示すタイミングチャート
【図９】図１の電子機器の受信センサーパネルにおける送信電極の配置位置を説明するた
めの図
【図１０】（ａ），（ｂ）図１の電子機器において、人の手の近接を検出していない未検
出時と人の手の近接を検出した時の液晶表示部の表示の変化を示す図
【図１１】図１の電子機器のタッチパネルコントローラの動作を説明するためのフローチ
ャート
【図１２】図１の電子機器の応用例のタッチパネルコントローラの動作を示すタイミング
チャート
【図１３】本発明の実施の形態２に係る電子機器の概観を示す正面図
【図１４】図１３の電子機器の概略構成を示すブロック図
【図１５】図１３の電子機器における英字入力操作を模式的に示した図
【図１６】（ａ）～（ｃ）図１３の電子機器における英字入力操作を模式的に示した図
【図１７】図１３の電子機器におけるかな文字入力操作を模式的に示した図
【図１８】（ａ）～（ｃ）図１３の電子機器におけるかな文字入力操作を模式的に示した
図
【図１９】図１３の電子機器における文字入力時の指先とタッチパネル部との位置関係を
示す図
【図２０】図１３の電子機器における文字入力時の指先とタッチパネル部との間の距離の
時間的変化を示す図
【図２１】図１３の電子機器の文字入力処理を示すフローチャート
【図２２】本発明の実施の形態３に係る電子機器の概略構成を示すブロック図
【図２３】図２２の電子機器を手で持って操作している様子を示す図
【図２４】図２２の電子機器を机に置いて操作している様子を示す図
【図２５】図２２の電子機器における振動フィードバック素子の配置例を示す断面図
【図２６】図２２の電子機器の操作通知処理を示すフローチャート
【図２７】本発明の実施の形態４に係る電子機器の概略構成を示すブロック図
【図２８】図２７の電子機器における２つのシールドグランドの取り付け位置と、２つの
シールドグランドと可変抵抗器との接続を示す斜視図
【図２９】図２７の電子機器の筐体においてシールドグランドが配置された部分の断面を
示す図
【図３０】図２７の電子機器の持ち手状態の検出方法の一例を示す図
【図３１】図２７の電子機器の手持ち状態（すなわち把持状態）と各可変抵抗器の抵抗値
の一例を示す図
【図３２】図２７の電子機器の持ち手検出処理を示すフローチャート
【図３３】加速度センサーを使用して持ち手状態を検出する電子機器の概略構成を示すブ
ロック図
【図３４】本発明の実施の形態５に係る電子機器の概観を示す正面図
【図３５】図３４の電子機器の概略構成を示すブロック図
【図３６】図３４の電子機器のタッチパネルコントローラにおける指の検出方法を示す図
【図３７】図３６の指の検出方法において、指とタッチパネル部との間の距離の時間的変
化を示す図
【図３８】図３４の電子機器における入力文字種の選択からテンキーサイズの選択までの
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操作を示す図
【図３９】図３４の電子機器における入力文字種の選択操作及びテンキーサイズの選択操
作の手順を示すフローチャート
【図４０】図３４の電子機器における入力文字種の選択から文字入力までの操作を示す図
【図４１】図３４の電子機器の文字入力処理を示すフローチャート
【図４２】静電容量方式のタッチパネルを示す図
【図４３】タッチパネルに手を徐々に近づけたときの指の検出状態を示す図
【図４４】１０キーを有する電子機器におけるメール画面の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明を実施するための好適な実施の形態について、図面を参照して詳細に説明
する。
【００３０】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る電子機器の概観を示す斜視図である。同図におい
て、本実施の形態に係る電子機器１は、スマートフォンと呼ばれる携帯無線機であり、四
角形状に形成された筐体２の前面側の上部にレシーバ３が設けられ、レシーバ３の下方に
静電容量方式のタッチパネルモジュール６が設けられ、タッチパネルモジュール６の下方
に３個のファンクションボタン７－１～７－３が設けられている。
【００３１】
　図２は、本実施の形態に係る電子機器１の概略構成を示すブロック図である。同図に示
す電子機器１において、前述したタッチパネルモジュール６は、タッチパネル部５と、そ
の間で送信信号と受信信号の授受を行うタッチパネルコントローラ８とから構成されてい
る。機器制御部９は、タッチパネルコントローラ８との間で座標信号の授受を行い、また
液晶表示部４に表示信号を与える。タッチパネルユニット７は、液晶表示部４とタッチパ
ネルモジュール６とから構成される。
【００３２】
　タッチパネルユニット７の液晶表示部４は、四角形状を成し、電子機器１を操作するた
めの表示や画像等の表示に使用される。タッチパネル部５は、液晶表示部４と略同じ四角
形を成し、液晶表示部４に重ねて配置される。液晶表示部４及びタッチパネル部５の形状
を四角形とするが、それは長方形でもあっても良いし、正方形であっても良い。
【００３３】
　図３は、図１のＡ－Ａ線断面図である。同図は、タッチパネルユニット７の中央部分の
断面を示している。タッチパネルユニット７のタッチパネル部５は、受信センサーパネル
（第１のセンサーパネル）５－１と、送信センサーパネル（第２のセンサーパネル）５－
２とから構成される。受信センサーパネル５－１の直上にはガラス材からなるカバーパネ
ル２０が配置され、送信センサーパネル５－２の直下には液晶表示部４が配置される。ま
た、液晶表示部４の直下にはバックライト部２１が配置され、バックライト部２１の直下
には電池部２２が配置される。
【００３４】
　図４は、カバーパネル２０と、タッチパネル部５の受信センサーパネル５－１及び送信
センサーパネル５－２と、液晶表示部４との配置関係を示す斜視図である。同図に示すよ
うに、カバーパネル２０、受信センサーパネル５－１、送信センサーパネル５－２、液晶
表示部４の順で配置される。
【００３５】
　図５は、タッチパネル部５の受信センサーパネル５－１を示す平面視図である。同図に
示すように、受信センサーパネル５－１は、四角形状に形成されており、その上端から下
端に向けて水平方向に平行配置された複数の受信電極５－１ａと、左端側及び右端側のそ
れぞれに垂直方向に配置された２つの送信電極５－１ｂと、を有する。各受信電極５－１
ａ及び各送信電極５－１ｂは菱形を成す複数の電極片Ｐで構成される。２つの送信電極５
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－１ｂそれぞれの先端に位置する電極片Ｐについては三角形を成している。
【００３６】
　図６は、タッチパネル部５の送信センサーパネル５－２を示す平面視図である。同図に
示すように、送信センサーパネル５－２は、受信センサーパネル５－１と同様に四角形状
に形成されており、その左端から右端（又はその逆でも構わない）に向けて、垂直方向に
平行配置された複数の送信電極５－２ｃを有する。各送信電極５－２ｃは、受信センサー
パネル５－１の各受信電極５－１ａ及び各送信電極５－１ｂと同様に菱形を成す複数の電
極片Ｐで構成される。なお、送信電極５－２ｃそれぞれの先端に位置する電極片Ｐについ
ては三角形を成している。
【００３７】
　図７は、受信センサーパネル５－１と送信センサーパネル５－２が重ねて配置された状
態を示す平面視図である。同図に示すように、受信センサーパネル５－１と送信センサー
パネル５－２を重ねて配置することで、受信センサーパネル５－１の左端側及び右端側そ
れぞれの送信電極５－１ｂと送信センサーパネル５－２の左端側及び右端側それぞれの送
信電極５－２ｃが重なり、その他の電極同士は重なることはなく、縦横交互に配置される
。
【００３８】
　なお、本実施の形態に係る電子機器１では、受信センサーパネル５－１の面積で９０％
以上が、送信センサーパネル５－２と重なるようにしている。また、受信センサーパネル
５－１と送信センサーパネル５－２が重なるエリアがタッチパネルモジュール６としての
反応エリアとなる。受信センサーパネル５－１の２つの送信電極５－１ｂは反応エリアの
最外周に配置される。この場合、タッチパネル部５の形状を長方形とすると、２つの送信
電極５－１ｂは向かい合う２辺のそれぞれに沿って配置される。受信センサーパネル５－
１の送信電極５－１ｂの数は、１つでも良いし、３つ以上でも良い。
【００３９】
　図２に戻り、タッチパネルコントローラ８は、送信センサーパネル５－２の全送信電極
５－２ｃに対し、送信信号を印加する。この時の印加については、タッチパネルコントロ
ーラ８の制御により任意に印加する順番は変えることが可能である。よって、すべての送
信信号を同期に送出することが可能である。左端に配置された送信電極５－２ｃから順に
右端に配置された送信電極５－２ｃまで１つずつ送信信号を印加していく。また、タッチ
パネルコントローラ８は、左端に配置された送信電極５－２ｃと右端に配置された送信電
極５－２ｃに送信信号を印加するときに、同じタイミングで受信センサーパネル５－１の
左端側に配置された送信電極５－１ｂと右端側に配置された送信電極５－１ｂにも送信信
号を印加する。すなわち、左端に配置された送信電極５－２ｃに送信信号を印加すると同
時に左端側に配置された送信電極５－１ｂにも同じ送信信号を印加し、また右端に配置さ
れた送信電極５－２ｃに送信信号を印加すると同時に右端に配置された送信電極５－１ｂ
にも同じ送信信号を印加する。
【００４０】
　さらに、タッチパネルコントローラ８は、送信センサーパネル５－２の送信電極５－２
ｃに送信信号を印加すると同時に、受信センサーパネル５－１の全受信電極５－１ａにて
送信信号を検出する。すなわち、１つの送信電極５－２ｃに送信信号を印加すると同時に
、上端側に配置された受信電極５－１ａから下端に配置された受信電極５－１ａまで順次
送信信号を検出する。以下、検出した送信信号を受信信号と呼ぶ。
【００４１】
　図８は、タッチパネルコントローラ８の動作を示すタイミングチャートである。同図に
おいて、“ＴｘＡＣ１”は、受信センサーパネル５－１の左端側に配置された送信電極５
－１ｂに印加する送信信号を示し、“Ｔｘ１”は、送信センサーパネル５－２の左端側に
配置された送信電極５－２ｃに印加する送信信号を示し、“Ｒｘ１～ｎ”は、受信センサ
ーパネル５－１の全受信電極５－１ａで得られる受信信号を示す。また、“Ｔｘ２”は、
送信センサーパネル５－２の左端から２番目に配置された送信電極５－２ｃに印加する送



(10) JP 2014-195254 A 2014.10.9

10

20

30

40

50

信信号を示し、“Ｔｘｎ”は、送信センサーパネル５－２の右端側に配置された送信電極
５－２ｃに印加する送信信号を示し、“ＴｘＡＣ２”は、受信センサーパネル５－１の右
端側に配置された送信電極５－１ｂに印加する送信信号を示す。
【００４２】
　図８に示すように、送信センサーパネル５－２の全送信電極５－２ｃに対して、１つず
つ順番に送信信号を印加する毎に、受信センサーパネル５－１の全受信電極５－１ａで受
信する。ここで、送信センサーパネル５－２の左端側に配置された送信電極５－２ｃに送
信信号が印加されるときは、受信センサーパネル５－１の左端側に配置された送信電極５
－１ｂにも同じ送信信号が印加される。また、送信センサーパネル５－２の右端側に配置
された送信電極５－２ｃに送信信号が印加されるときは、受信センサーパネル５－１の右
端側に配置された送信電極５－１ｂにも同じ送信信号が印加される。但し、この場合は、
人の手を検出していない未検出時すなわち人の手が未検出エリアにあるときの動作であり
、人の手を検出したときすなわち人の手が近接検出エリアに入ったときは、受信センサー
パネル５－１の左端側と右端側に配置された２つの送信電極５－１ｂに送信信号が印加さ
れず、グランド電位となる。
【００４３】
　送信センサーパネル５－２の左端側に配置された送信電極５－２ｃと受信センサーパネ
ル５－１の左端側に配置された送信電極５－１ｂの双方に送信信号が印加された場合、電
界が強くなる感度アップされた状態となり、人の手の近接を高感度で検出することが可能
となる。逆に、受信センサーパネル５－１の左端側に配置された送信電極５－１ｂに送信
信号が印加されなくなった場合、該送信電極５－１ｂが送信センサーパネル５－２の左端
側に配置された送信電極５－２ｃの電界を阻害するので、感度ダウンした状態となる。感
度ダウンすることで、電子機器１を手で持った際に、タッチパネル部５の左右両端部分に
指が触れても操作として認識しないようにできる。このことは、送信センサーパネル５－
２の右端側に配置された送信電極５－２ｃと受信センサーパネル５－１の右端側に配置さ
れた送信電極５－１ｂの双方に送信信号が印加された場合も同様である。
【００４４】
　このように、受信センサーパネル５－１の２つの送信電極５－１ｂは、電子機器１を手
で持った際に、タッチパネル部５の左右両端部分に指が近づいても機器制御部９が操作と
して認識しないようにするために設けたものである。なお、この２つの送信電極５－１ｂ
は、図９に示すように、タッチパネル部５の中心（例えば重心）を通る線においてタッチ
パネル部５の端とタッチパネル部５の中心を１対４に内分する点とタッチパネル部５の端
との間に配置するのが望ましい。また、送信電極５－１ｂの数も左右それぞれ１つに限定
されるものではなく、１つ以上であっても良い。
【００４５】
　機器制御部９は、上述した処理の他に、人の手の近接を検出していない未検出時に液晶
表示部４に所定の表示をさせるための表示信号を出力し、人の手の近接を検出した時に当
該表示信号の出力を停止する。このようにすることで、電子機器１のユーザに、タッチパ
ネル部５の周縁部の感度がアップしていることを認識させることができる。
【００４６】
　図１０（ａ），（ｂ）は、人の手の近接を検出していない未検出時と人の手の近接を検
出した時の液晶表示部４の表示の変化を示す図である。同図の（ａ）に示すように、人の
手の近接を検出していない未検出時には液晶表示部４の周縁部に沿って帯状の表示３０（
例えば、オレンジ色の表示）が行われる。人の手の近接を検出した時は、同図の（ｂ）に
示すように、帯状の表示３０が行われなくなる。
【００４７】
　タッチパネル部５に人の手が近づくことで、近づいた箇所の受信センサーパネル５－１
の受信電極５－１ａの受信信号が変化するので、機器制御部９は、受信信号が変化した受
信電極５－１ａに対応する座標信号から手が近づいた箇所を特定する。
【００４８】
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　タッチパネルコントローラ８と機器制御部９は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）
、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）及びインタフェース回
路で構成される。該ＲＯＭにはＣＰＵを制御するためのプログラムが記憶されており、該
ＲＡＭはＣＰＵの動作において使用される。
【００４９】
　次に、本実施の形態に係る電子機器１の動作を説明する。
　図１１は、本実施の形態に係る電子機器１のタッチパネルコントローラ８の動作を説明
するためのフローチャートである。同図に示すフローチャートは、受信センサーパネル５
－１の左端側に配置された送信電極５－１ｂ及び送信センサーパネル５－２の左端側に配
置された送信電極５－２ｃのそれぞれに送信信号を印加する場合の動作を示している。
【００５０】
　タッチパネルコントローラ８は、まず受信センサーパネル５－１の左端側に配置された
送信電極５－１ｂ及び送信センサーパネル５－２の送信電極５－２ｃに同じタイミングで
送信信号ＴｘＡＣ１，Ｔｘ１を印加する（ステップＳ１）。送信信号ＴｘＡＣ１，Ｔｘ１
の印加後、受信センサーパネル５－１の全受信電極５－１ａで受信した受信信号Ｒｘ１～
Ｒｘｎにて送信信号Ｔｘ１～Ｔｘｎ，ＴｘＡＣ１を検出する（ステップＳ２）。送信信号
Ｔｘ１～Ｔｘｎ，ＴｘＡＣ１の検出後、受信信号Ｒｘ１～Ｒｘｎをデジタル変換してＺ値
を求める（ステップＳ３）。そして、求めたＺ値がＴｘＡＣ１切替閾値以上であるかどう
か判定する（ステップＳ４）。ここで、ＴｘＡＣ１切替閾値とは、電子機器１が人によっ
て把持されたときのＺ値に相当する値である。
【００５１】
　求めたＺ値がＴｘＡＣ１切替閾値未満の場合（すなわちステップＳ４の判定で「ＮＯ」
の場合）、ステップＳ１に戻り、ＴｘＡＣ１切替閾値以上の場合（すなわちステップＳ４
の判定で「ＹＥＳ」の場合）、受信センサーパネル５－１の左端側に配置された送信電極
５－１ｂをグランド電位にして送信信号ＴｘＡＣ１を０レベルにし（ステップＳ５）、そ
の後、本処理を終了する。
【００５２】
　なお、受信センサーパネル５－１の右端側に配置された送信電極５－１ｂ及び送信セン
サーパネル５－２の右端側に配置された送信電極５－２ｃのそれぞれに送信信号を印加す
る場合は、左端側を右端側に置き換えるとともに、送信信号ＴｘＡＣ１をＴｘＡＣ２に置
き換えると良い。
【００５３】
　このように本実施の形態に係る電子機器１によれば、液晶表示部４と静電容量方式のタ
ッチパネル部５とから構成されるタッチパネルユニット７と、タッチパネルモジュール６
のタッチパネル部５との間で送信信号と受信信号の授受を行うタッチパネルコントローラ
８と、タッチパネルコントローラ８との間で座標信号の授受を行い、また液晶表示部４に
表示信号を与える機器制御部９とを備え、タッチパネル部５を、水平方向に平行配置され
た複数の受信電極５－１ａ及び左端側及び右端側のそれぞれに垂直方向に配置された２つ
の送信電極５－１ｂを有する受信センサーパネル５－１と、左端から右端に向けて垂直方
向に平行配置された複数の送信電極５－２ｃを有する送信センサーパネル５－２とで構成
し、送信センサーパネル５－２の送信電極５－２ｃと受信センサーパネル５－１の送信電
極５－１ｂの双方に同じ送信信号を印加して、人の手の近接を高感度で検出し、人の手の
近接を検出した後は、受信センサーパネル５－１の送信電極５－１ｂをグランド電位にし
て感度ダウンするようにしたので、電子機器１を持ったときの持ち手部分の手の影響を抑
えることができる。
【００５４】
　なお、本実施の形態に係る電子機器１では、受信センサーパネル５－１を複数の受信電
極５－１ａと２つの送信電極５－１ｂで構成したが、２つの送信電極５－１ｂを受信セン
サーパネル５－１とは別のパネル（第３のセンサーパネル）で構成するようにしても構わ
ない。また、この第３のセンサーパネルは、その面積で９０％以上が、送信センサーパネ
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ル５－２と重なるようにすると良い。
【００５５】
　すなわち、本実施の形態に係る電子機器１では、受信センサーパネル５－１（第１のセ
ンサーパネル）の表面（電子機器１における外側の面）に、複数の受信電極５－１ａと２
つの送信電極５－１ｂで構成し、送信センサーパネル５－２（第２のセンサーパネル）の
表面（電子機器１における外側の面）に複数の送信電極５－２ｃを構成したが、２つの送
信電極５－１ｂを受信センサーパネル５－１とは別のパネル（第３のセンサーパネル）の
表面（電子機器１における外側の面）に構成するようにしても構わない。
【００５６】
　更に、複数の受信電極５－１ａ、２つの送信電極５－１ｂ、及び、複数の送信電極５－
２ｃは、１つ又は複数のセンサーパネルの表面（電子機器１における外側の面）又は裏面
（電子機器１における内側の面）の、何れかに配置されていれば良い。例えば、受信セン
サーパネル５－１（第1のセンサーパネル）の表面（第１の面）に少なくとも一つの送信
電極５－１ｂを、受信センサーパネル５－１の裏面（第２の面）に受信電極５－１ａを、
送信センサーパネル５－２（第２のセンサーパネル）の裏面（第３の面）に送信電極５－
２ｃを配置してもよい。
【００５７】
　また、本実施の形態に係る電子機器１では、図８のタイミングチャートに示すように、
送信センサーパネル５－２の複数の送信電極５－２ｃに対して１つずつ順次送信信号を印
加するようにしたが、図１２のタイミングチャートに示すように、送信センサーパネル５
－２の複数の送信電極５－２ｃに対して一斉に同じタイミングで送信信号を印加するよう
にしても良い。
【００５８】
　また、本実施の形態に係る電子機器１では、図１１のフローチャートで示す処理を記述
したプログラムをＲＯＭに持たせたが、当該プログラムを、磁気ディスク、光ディスク、
光磁気ディスク、フラッシュメモリ等の記憶媒体に格納して配布したり、インターネット
等のネットワーク上のサーバ（図示略）に保存するようにして、電気通信回線を利用して
ダウンロードできるようにしたりすることも可能である。
【００５９】
　（実施の形態２）
　図１３は、本発明の実施の形態２に係る電子機器の概観を示す正面図である。同図にお
いて、本実施の形態に係る電子機器４０は、前述した実施の形態１に係る電子機器１と同
様のスマートフォンと呼ばれる携帯無線機であり、四角形状に形成された筐体４１の前面
側の上部にレシーバ４２が設けられ、レシーバ４２の下方に静電容量方式のタッチパネル
モジュール４３が設けられている。また、タッチパネルモジュール４３の下方には、３個
のファンクションボタン４４－１～４４－３が設けられている。
【００６０】
　図１４は、本実施の形態に係る電子機器４０の概略構成を示すブロック図である。同図
において、本実施の形態に係る電子機器４０は、前述したタッチパネルモジュール４３と
、表示部４５と、機器制御部４６とを備える。タッチパネルモジュール４３は、タッチパ
ネル部４７と、その間で送信信号と受信信号の授受を行うタッチパネルコントローラ４８
とから構成される。機器制御部４６は、タッチパネルモジュール４３との間で座標信号の
授受を行い、また表示部４５に表示信号を与える。表示部４５とタッチパネルモジュール
４３はタッチパネルユニット４９を構成する。機器制御部４６とタッチパネルコントロー
ラ４８は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及びインタフェース回路で構成される。該ＲＯＭには
ＣＰＵを制御するためのプログラムが記憶されており、該ＲＡＭはＣＰＵの動作において
使用される。
【００６１】
　表示部４５は、四角形状を成し、電子機器４０を操作するための表示や画像等の表示に
使用される。表示部４５には、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、有機ＥＬ（Electro 
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Luminescence）又は電子ペーパーが用いられる。タッチパネル部４７は、表示部４５と略
同じ四角形状を成し、表示部４５上に重ねて配置される。なお、表示部４５とタッチパネ
ル部４７は、筐体４１の内側に配置されても、外側に配置されても良い。但し、いずれの
場合もタッチパネル部４７は表示部４５より外側に配置される。また、本実施の形態に係
る電子機器４０では、表示部４５及びタッチパネル部４７の形状を四角形とするが、それ
は長方形でもあっても良いし、正方形であっても良い。
【００６２】
　本実施の形態に係る電子機器４０は文字入力を可能としており、例えばＥメールを作成
するアプリを起動させた場合、図１３に示すようなメール画面が表示され、このメール画
面にて文字入力を行うことができる。図１３に示すメール画面には、宛先入力表示領域５
０、件名入力表示領域５１、入力表示領域５２及び文字種選択キー表示領域５３があり、
これらの表示領域５０～５３がタッチパネル部４７に設定されている。入力表示領域５２
の表示位置は固定で良いが、変化できるようにしても良い。文字種選択キー表示領域５３
は、かな文字入力キー表示領域５３１、数字入力キー表示領域５３２、英字入力キー表示
領域５３３、記号入力キー表示領域５３４及び絵文字入力キー表示領域５３５からなる。
各表示領域５３１～５３５の表示位置は固定で良いが、変化できるようにしても良い。タ
ッチパネル部４７には、文字種選択キー表示領域５３に対して文字種選択キー５４が設定
される。なお、かな文字入力キー表示領域５３１、数字入力キー表示領域５３２、英字入
力キー表示領域５３３、記号入力キー表示領域５３４及び絵文字入力キー表示領域５３５
の各々は、所定の表示領域及び第１の表示領域に対応する。
【００６３】
　文字種選択キー５４は、かな文字入力キー５４１、数字入力キー５４２、英字入力キー
５４３、記号入力キー５４４及び絵文字入力キー５４５からなり、各キーを操作すること
で、かな文字、数字、英字、記号及び絵文字の入力ができる。この場合、件名に対して入
力した文字は表示部４５の件名入力表示領域５１に表示され、文章を作成するために入力
した文字は表示部４５の入力表示領域５２に表示される。文字種選択キー５４は、１０キ
ーとしての機能を持っているので、１０キーを有する電子機器と比べて、入力表示領域５
２を広くとることができる。なお、図４４は、１０キーを有する電子機器１２０における
メール画面の一例を示す図である。同図に示すメール画面には、宛先入力表示領域１３０
、件名入力表示領域１３１、入力表示領域１３２、１０キー入力表示領域１３３、文字種
選択キー表示領域１３４及び絵・記・顔文字選択キー表示領域１３５等が設定されており
、これらの表示領域に対し、１０キー１４０、文字種選択キー１４１及び絵・記・顔文字
選択キー１４２を使用して文字入力を行う。１０キー１４０を有している分、入力表示領
域１３２が小さくなる。
【００６４】
　図１３において、本実施の形態に係る電子機器４０では、文字種選択キー表示領域５３
のかな文字入力キー表示領域５３１、数字入力キー表示領域５３２、英字入力キー表示領
域５３３、記号入力キー表示領域５３４及び絵文字入力キー表示領域５３５の夫々に対し
、ユーザの指やペン先等の指示体を近づけたり、遠ざけたりすることで、少なくとも３種
類の文字（かな文字、数字、英字、記号及び絵文字のそれぞれ）を所定順番で切り換えて
表示することができる。３種類の文字と、所定順番は、少なくともアルファベットの「Ａ
」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」「Ｆ」「Ｇ」「Ｈ」「Ｉ」「Ｊ」「Ｋ」「Ｌ」「Ｍ」「Ｎ」
「Ｏ」「Ｐ」「Ｑ」「Ｒ」「Ｓ」「Ｔ」「Ｕ」「Ｖ」「Ｗ」「Ｘ」「Ｙ」「Ｚ」「Ａ」「
Ｂ」の中から連続した３つの種類と順番である。また、少なくとも数字の「１」「２」「
３」「４」「５」「６」「７」「８」「９」「０」「１」「２」もしくは、「０」「１」
「２」「３」「４」「５」「６」「７」「８」「９」「１０」「１１」の中から連続した
３つの種類と順番である。また、少なくとも日本語の「あ」「か」「さ」「た」「な」「
は」「ま」「や」「ら」「わ」「ん」「あ」「か」もしくは、「い」「き」「し」「ち」
「に」「ひ」「み」「い」「り」「ゐ」「い」「き」の中から連続した３つの種類と順番
である。
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【００６５】
　少なくとも３種類の文字を所定順番で切り換えて表示することで、ユーザが所望の文字
を選択することができる。ユーザは、所望の文字を選択した後、当該文字に触れることで
（すなわち、タッチすることで）、当該文字が確定される。以下、一例を挙げて文字の選
択・確定について説明する。
【００６６】
　（英字入力の場合）
　図１５及び図１６（ａ）～（ｃ）は、英字入力操作を模式的に示した図である。図１５
及び図１６の（ａ）に示すように、文字種選択キー表示領域５３の英字入力キー表示領域
（第１の表示領域）５３３に触れない程度（例えば、英字入力キー表示領域５３３の直上
１ｍｍ）まで指先６０を近づけると、英字入力キー表示領域５３３から水平方向左側の各
表示領域（第２の表示領域）５５０～５５３に「Ａ，ａ，A，a」の各文字列が表示され、
左斜め上方向側の各表示領域（第２の表示領域）５５４～５５７に「Ｂ，ｂ，B，b」の各
文字列が表示され、上方向側の各表示領域（第２の表示領域）５５８～５６１に「Ｃ，ｃ
，C，c」の各文字列が表示され、右斜め上方向側の各表示領域（第２の表示領域）５６２
～５６５に「Ｄ，ｄ，D，d」の各文字列が表示され、水平方向右側の各表示領域（第２の
表示領域）５６６～５６９に「Ｅ，ｅ，E，e」の各文字列が表示される。この場合、各文
字列は、「全角大文字」、「全角小文字」、「半角大文字」、「半角小文字」となってい
る。なお、図１５及び図１６（ａ）～（ｃ）では、第１の表示領域である英字入力キー表
示領域５３３と第２の表示領域５５０～５６９は近接しているが、離れていても良い。
【００６７】
　先頭文字「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ」の各英字候補が表示されている状態から、指先６０を
上方に遠ざけて行くと、表示される英字候補が順次変化して行き、最終的に先頭文字「Ｖ
，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚ」の各英字候補が表示される。この位置では、英字入力キー表示領域５
３３から水平方向左側の各表示領域５５０～５５３に「Ｖ，ｖ，V，v」の各文字列が表示
され、左斜め上方向側の各表示領域５５４～５５７に「Ｗ，ｗ，W，w」の各文字列が表示
され、上方向側の各表示領域５５８～５６１に「Ｘ，ｘ，X，x」の各文字列が表示され、
右斜め上方向側の各表示領域５６２～５６５に「Ｙ，ｙ，Y，y」の各文字列が表示され、
水平方向右側の各表示領域５６６～５６９に「Ｚ，ｚ，Z，z」の各文字列が表示される。
【００６８】
　先頭文字「Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚ」の各英字候補が表示されている状態から、指先６０を
逆方向に移動させると、すなわち英字入力キー表示領域５３３に近づけて行くと、表示さ
れる英字候補が逆方向に順次変化して行く。すなわち、先程とは逆の順で変化して行く。
このようにして、指先６０を英字入力キー表示領域５３３に対して遠ざけたり、近づけた
りすることで、表示される英字候補が順次変化し、所望の英字候補を選択することができ
る。
　なお、指先６０と英字入力キー表示領域５３３との間の距離は、タッチパネル部４７と
の間の距離であるが、表示部４５との間の距離でも良いし、筐体４１との間の距離でも良
い。
　また、指先６０の操作に応じて順次変化する英字候補の順番が変わることはない。
　また、先頭文字「Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚ」の各英字候補が表示されるまで指先６０を離し
た後、さらに指先６０を離した場合、「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ」の各英字候補を再度表示す
るように、循環させるようにしてもよい。但し、指先６０を検出可能な距離までとなる。
【００６９】
　所望の英字候補を選択した後、選択した英字候補の表示領域（第２の表示領域）に触れ
ることで（すなわち、タッチすることで）、選択した英字候補が確定される。例えば、全
角大文字の「Ｅ」を確定する場合、図１６の（ｂ）に示すように、「Ｅ」が表示されてい
る表示領域（第２の表示領域）まで指先６０を水平に移動させた後、図１６の（ｃ）に示
すように、指先６０を「Ｅ」が表示されている表示領域５６６に触れる（すなわち、タッ
チする）。これにより、全角大文字の「Ｅ」が確定される。指先６０が英字入力キー表示



(15) JP 2014-195254 A 2014.10.9

10

20

30

40

50

領域５３３から外れて、選択した英字候補が表示されている表示領域５６６に入った場合
、選択した英字候補が継続して表示され、当該表示領域から指先６０までの距離に変化が
あっても（すなわち指先を上下に変化させても）、英字候補の切り換えは行われない。
【００７０】
　なお、選択した英字候補を確定する場合、必ずしも指先６０を表示領域（第２の表示領
域）の全域に当てる必要はなく、ある程度当たっていればよい。
　また、指先６０の周囲に英字を表示する表示領域（第２の表示領域）を、５文字（例え
ば、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ）分（２０個）設けたが、５文字分以上設けても構わない。
【００７１】
　（かな文字入力の場合）
　図１７及び図１８（ａ）～（ｃ）は、かな文字入力操作を模式的に示した図である。図
１７及び図１８の（ａ）に示すように、文字種選択キー表示領域５３のかな文字入力キー
表示領域（所定の表示領域、第１の表示領域）５３１（この場合、かな文字入力キー表示
領域５３１は、文字種選択キー表示領域５３の中央に位置しているものとする）に触れな
い程度（例えば、かな文字入力キー表示領域５３１の直上１ｍｍ）まで指先６０を近づけ
ると、かな文字入力キー表示領域５３１の左隣りの表示領域５５０に「あ」が表示され、
左斜め上側の表示領域５５４に「い」が表示され、上側の表示領域５５８に「う」が表示
され、右斜め上側の表示領域５６２に「え」が表示され、右隣りの表示領域５６６に「お
」が表示される。
【００７２】
　「あ，い，う，え，お」の各かな文字候補が表示されている状態から、指先６０を上方
に遠ざけると（例えば、１ｍｍ上方へ遠ざけると）、「か，き，く，け，こ」の各かな文
字候補が表示される。さらにこの位置から、指先６０を上方に遠ざけると（例えば、１ｍ
ｍ上方へ遠ざけると）、「さ，し，す，せ，そ」の各かな文字候補が表示される。その後
、継続して指先６０を上方に遠ざけて行くと、表示されるかな文字候補が順次変化して行
く。そして、「わ，ゐ，う，ゑ，を」の各かな文字候補が表示された後、最後に「ん，あ
，い，う，え」の各かな文字候補が表示される（「ん」を除く「あ，い，う，え」は再使
用）。
【００７３】
　「ん，あ，い，う，え」の各かな文字候補が表示されている状態から、指先６０を逆方
向に移動させると、すなわち指先６０をかな文字入力キー表示領域（所定の表示領域、第
１の表示領域）５３１に近づけて行くと、表示されるかな文字候補が逆方向に順次変化し
て行く。すなわち、先程とは逆の順で変化して行く。このようにして、指先６０をかな文
字入力キー表示領域（所定の表示領域、第１の表示領域）５３１に対して遠ざけたり、近
づけたりすることで、表示されるかな文字候補が順次変化し、所望のかな文字候補を選択
することができる。
　なお、指先６０とかな文字入力キー表示領域５３１との間の距離は、タッチパネル部４
７との間の距離であるが、表示部４５との間の距離でも良いし、筐体４１との間の距離で
も良い。
　また、指先６０の操作に応じて順次変化するかな文字候補の順番が変わることはない。
　また、「ん，あ，い，う，え」の各かな文字候補が表示されるまで指先６０を離した後
、さらに指先６０を離した場合、「あ，い，う，え，お」の各かな文字候補を再度表示す
るように、循環させるようにしてもよい。但し、指先６０を検出可能な距離までとなる。
【００７４】
　所望のかな文字候補を選択した後、選択したかな文字の表示領域（第２の表示領域）に
触れることで（すなわち、タッチすることで）、選択したかな文字候補が確定される。例
えば、「お」を確定する場合、図１８の（ｂ）に示すように、「お」が表示されている表
示領域５６６まで指先６０を水平に移動させた後、図１８の（ｃ）に示すように、指先６
０を「お」が表示されている表示領域５６６に触れる（すなわち、タッチする）。これに
より、「お」が確定される。指先６０がかな文字入力キー表示領域５３１から外れて、選



(16) JP 2014-195254 A 2014.10.9

10

20

30

40

50

択したかな文字候補が表示されている表示領域（第２の表示領域）に入った場合、選択し
たかな文字候補が継続して表示され、当該表示領域から指先６０までの距離に変化があっ
ても（すなわち指先を上下に変化させても）、かな文字候補の切り換えは行われない。
【００７５】
　なお、選択したかな文字候補を確定する場合、必ずしも指先６０を表示領域（第２の表
示領域）の全域に当てる必要はなく、ある程度当たっていればよい。
　また、指先６０の周囲にかな文字を表示する表示領域（第２の表示領域）を、５文字（
例えば、あ，い，う，え，お）分（５個）設けたが、５文字分以上設けても構わない。
　また、上記した平仮名表記の他に、片仮名表記やローマ字表記でも勿論可能である。
　また、ローマ数字や漢数字でも同様にして表示・選択・確定を行うことができる。
　さらに、英語以外の言語でも、その言語において表示・選択・確定を行うことができる
。
【００７６】
　次に、本実施の形態に係る電子機器４０における指検出について説明する。
　図１９は、文字入力時の指先６０とタッチパネル部４７との位置関係を示す図である。
同図に示すように、指先６０からタッチパネル部４７までの距離ＺａがＺ０とＺ１の間に
あれば、指先６０が検出される。この場合、指先６０のぶれを考慮して、所定時間内にお
ける距離の平均値として算出する。図２０は、文字入力時の指先６０とタッチパネル部４
７との間の距離の時間的変化を示す図である。同図に示すように、Ｚ０とＺ１との間にお
いて、時刻ｔ１から時刻ｔ２までの間の距離の平均値を算出する。この距離の平均値がＺ
０とＺ１の間にあれば、指先６０を検出する。
【００７７】
　次に、本実施の形態に係る電子機器４０の文字入力処理について説明する。
　図２１は、本実施の形態に係る電子機器４０の文字入力処理を示すフローチャートであ
る。なお、本処理は、主に機器制御部４６とタッチパネルコントローラ４８とで行われる
。同図において、タッチパネルコントローラ４８は、タッチパネル部４７が指を検出した
かどうか判定する（ステップＳ１１）。指を検出しない場合（すなわち、ステップＳ１１
の判定で「Ｎｏ」と判断した場合）、指を検出するまで本判定を繰り返す。これに対し、
指を検出した場合（すなわち、ステップＳ１１の判定で「Ｙｅｓ」と判断した場合）、検
出した指の座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を算出する（ステップＳ１２）。そして、算出した座標（
Ｘ，Ｙ，Ｚ）を座標信号として機器制御部４６へ出力する。
【００７８】
　機器制御部４６は、タッチパネルコントローラ４８から出力された座標信号のＺ座標の
信号値を比較する。ここでは、４つの信号値の範囲で比較するものとする。第１の信号値
の範囲は“Ｚａ０＜Ｚ＜Ｚａ１”、第２の信号値の範囲は“Ｚｂ０＜Ｚ＜Ｚｂ１”、第３
の信号値の範囲は“Ｚｃ０＜Ｚ＜Ｚｃ１”、第４の信号値の範囲は“Ｚｄ０＜Ｚ＜Ｚｄ１
”であり、またこれらの範囲の大小関係は、第１の信号値の範囲＜第２の信号値の範囲＜
第３の信号値の範囲＜第４の信号値の範囲である。かな文字入力の場合、第１の信号値の
範囲は「あ，い，う，え，お」を選択する範囲であり、第２の信号値の範囲は「か，き，
く，け，こ」を選択する範囲であり、第３の信号値の範囲は「さ，し，す，せ，そ」を選
択する範囲であり、第４の信号値の範囲は「た，ち，つ，て，と」を選択する範囲である
。かな文字の場合、五十音あるので、残りの文字に対して、「わ行」に対する第１０の信
号値の範囲まで必要となる。但し、「ん」があるので、「い，う，え，お」を再使用すれ
ば、第１１の信号値の範囲を追加する必要がある。
【００７９】
　機器制御部４６は、タッチパネルコントローラ４８から出力された座標信号のＺ座標の
信号値が第１の信号値の範囲“Ｚａ０＜Ｚ＜Ｚａ１”にあると判断した場合（すなわち、
ステップＳ１３の判定で「Ｙｅｓ」と判断した場合）、Ｚａの文字列の候補文字（「あ，
い，う，え，お」）のうち、「あ」を、文字種選択キー表示領域５３のかな文字入力キー
表示領域５３１の左隣りの表示領域５５０に表示し、「い」を、左斜め上側の表示領域５
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５４に表示し、「う」を、上側の表示領域５５８に表示し、「え」を、右斜め上側の表示
領域５６２に表示し、「お」を、右隣りの表示領域５６６に表示する（ステップＳ１７）
。
【００８０】
　一方、機器制御部４６は、タッチパネルコントローラ４８から出力された座標信号のＺ
座標の信号値が第２の信号値の範囲“Ｚｂ０＜Ｚ＜Ｚｂ１”にあると判断した場合（すな
わち、ステップＳ１４の判定で「Ｙｅｓ」と判断した場合）、Ｚｂの文字列の候補文字（
「か，き，く，け，こ」）をかな文字入力キー表示領域５３１の周囲の各表示領域５５０
，５５４，５５８，５６２，５６６に表示する（ステップＳ２１）。
【００８１】
　また、機器制御部４６は、タッチパネルコントローラ４８から出力された座標信号のＺ
座標の信号値が第３の信号値の範囲“Ｚｃ０＜Ｚ＜Ｚｃ１”にあると判断した場合（すな
わち、ステップＳ１５の判定で「Ｙｅｓ」と判断した場合）、Ｚｃの文字列の候補文字（
「さ，し，す，せ，そ」）をかな文字入力キー表示領域５３１の周囲の各表示領域５５０
，５５４，５５８，５６２，５６６に表示する（ステップＳ２５）。
【００８２】
　また、機器制御部４６は、タッチパネルコントローラ４８から出力された座標信号のＺ
座標の信号値が第４の信号値の範囲“Ｚｄ０＜Ｚ＜Ｚｄ１”にあると判断した場合（すな
わち、ステップＳ１６の判定で「Ｙｅｓ」と判断した場合）、Ｚｄの文字列の候補文字（
「た，ち，つ，て，と」）をかな文字入力キー表示領域５３１の周囲の各表示領域５５０
，５５４，５５８，５６２，５６６に表示する（ステップＳ２９）。
【００８３】
　機器制御部４６がＺａの文字列の候補文字を表示した後、タッチパネルコントローラ４
８が、指の座標（Ｘ，Ｙ）を再度算出する（ステップＳ１８）。この処理は、Ｚａの文字
列の候補文字のうち、どの文字候補を選択したかを判定するために行われる。指の座標（
Ｘ，Ｙ）を再度算出した後、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘａ，Ｙａ
）｜が予め設定した検出閾値未満かどうか、すなわち、候補文字座標とのずれの絶対値｜
（Ｘ，Ｙ）－（Ｘａ，Ｙａ）｜＜検出閾値かどうか判定する（ステップＳ１９）。この判
定において、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘａ，Ｙａ）｜が検出閾値
未満の場合、候補座標（Ｘａ，Ｙａ）を選択する（ステップＳ２０）。例えば、図１８の
（ｂ）に示すように、指先６０が「お」の文字の位置又は隣接する位置にあるとすると、
当該位置を候補座標（Ｘａ，Ｙａ）として選択する。このとき、（Ｘ，Ｙ）は、第２の表
示領域５６６の座標である。候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘａ，Ｙａ
）｜が検出閾値以上の場合は、ステップＳ２３に進む。
【００８４】
　一方、タッチパネルコントローラ４８が、指の座標（Ｘ，Ｙ）を再度算出した場合（ス
テップＳ２２）、機器制御部４６は、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘ
ｂ，Ｙｂ）｜が検出閾値未満かどうか、すなわち、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ
，Ｙ）－（Ｘｂ，Ｙｂ）｜＜検出閾値かどうか判定する（ステップＳ２３）。この判定に
おいて、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘｂ，Ｙｂ）｜が検出閾値未満
の場合、候補座標（Ｘｂ，Ｙｂ）を選択する（ステップＳ２４）。候補文字座標とのずれ
の絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘｂ，Ｙｂ）｜が検出閾値以上の場合は、ステップＳ２７に進
む。
【００８５】
　また、タッチパネルコントローラ４８が、指の座標（Ｘ，Ｙ）を再度算出した場合（ス
テップＳ２６）、機器制御部４６は、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘ
ｃ，Ｙｃ）｜が検出閾値未満かどうか、すなわち、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ
，Ｙ）－（Ｘｃ，Ｙｃ）｜＜検出閾値かどうか判定する（ステップＳ２７）。この判定に
おいて、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘｃ，Ｙｃ）｜が検出閾値未満
の場合、候補座標（Ｘｃ，Ｙｃ）を選択する（ステップＳ２８）。候補文字座標とのずれ
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の絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘｃ，Ｙｃ）｜が検出閾値以上の場合は、ステップＳ３１に進
む。
【００８６】
　また、タッチパネルコントローラ４８が、指の座標（Ｘ，Ｙ）を再度算出した場合（ス
テップＳ３０）、機器制御部４６は、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘ
ｄ，Ｙｄ）｜が検出閾値未満かどうか、すなわち、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ
，Ｙ）－（Ｘｄ，Ｙｄ）｜＜検出閾値かどうか判定する（ステップＳ３１）。この判定に
おいて、候補文字座標とのずれの絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘｄ，Ｙｄ）｜が検出閾値未満
の場合、候補座標（Ｘｄ，Ｙｄ）を選択する（ステップＳ３２）。候補文字座標とのずれ
の絶対値｜（Ｘ，Ｙ）－（Ｘｄ，Ｙｄ）｜が検出閾値以上の場合は、ステップＳ１１に戻
る。
【００８７】
　機器制御部４６は、候補座標（Ｘａ，Ｙａ）、候補座標（Ｘｂ，Ｙｂ）、候補座標（Ｘ
ｃ，Ｙｃ）及び候補座標（Ｘｄ，Ｙｄ）のうちいずれか１つを選択した後、選択した候補
座標がタッチされたかどうか判定し（ステップＳ３３）、当該候補座標がタッチされなけ
れば、ステップＳ１１に戻り、当該候補座標がタッチされた場合、当該候補座標の文字を
確定する（ステップＳ３４）。文字を確定した後、本処理を終える。
【００８８】
　このように本実施の形態に係る電子機器４０によれば、指先６０がタッチパネル部４７
に接していない場合に、指先６０と文字種選択キー表示領域５３の所定の表示領域（第１
の表示領域、例えば英字入力キー表示領域５３３）との距離を検出し、指先６０と文字種
選択キー表示領域５３の所定の表示領域との間の距離が大きくなるに応じて、複数種類の
文字候補を所定順番で切り換えて表示し、指先６０と文字種選択キー表示領域５３の所定
の表示領域との間の距離が小さくなるに応じて、複数種類の文字候補を、当該距離が大き
くなるときの所定順番と逆の順番で切り換えて表示し、文字を切り換えて表示した後に、
指先６０の座標が文字種選択キー表示領域５３の所定の表示領域から外れた場合、切り換
えて表示された文字を選択する動作を行うので、指先６０をタッチパネル部４７の文字種
選択キー表示領域５３の所定の表示領域に近づけたり、離したり、所定の領域から外して
第２の表示領域に移動させるといった、簡単な操作で所望の文字を選択することができ、
文字選択における操作性の改善が図れる。
【００８９】
　なお、本実施の形態に係る電子機器４０は、スマートフォンと呼ばれる携帯無線機であ
ったが、この種の電子機器に限定されるものではなく、例えばＡＴＭ（Automated Teller
 Machine）等の据え置き型の電子機器であっても良い。
【００９０】
　また、本実施の形態に係る電子機器４０では、図２１のフローチャートで示す処理を記
述したプログラムをＲＯＭに持たせたが、当該プログラムを、磁気ディスク、光ディスク
、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等の記憶媒体に格納して配布したり、インターネッ
ト等のネットワーク上のサーバ（図示略）に保存するようにして、電気通信回線を利用し
てダウンロードできるようにしたりすることも可能である。
【００９１】
　（実施の形態３）
　図２２は、本発明の実施の形態３に係る電子機器の概略構成を示すブロック図である。
なお、本実施の形態に係る電子機器７０は、前述した実施の形態１に係る電子機器１及び
実施の形態２に係る電子機器４０と同様のスマートフォンと呼ばれる携帯無線機であり、
概観はこれらと同様であることから概観図を省略し、説明上必要な場合に図１を援用する
こととする。
【００９２】
　図２２において、本実施の形態に係る電子機器７０は、タッチパネルモジュール７３と
、表示部７５と、機器制御部７６と、振動フィードバック素子９０と、スピーカ９１とを
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備える。タッチパネルモジュール７３は、タッチパネル部７７と、その間で送信信号と受
信信号の授受を行うタッチパネルコントローラ７８とから構成される。表示部７５は、Ｌ
ＣＤ、有機ＥＬ又は電子ペーパーを有し、電子機器７０を操作するための表示や画像等の
表示を行う。機器制御部７６は、前述した実施の形態１に係る電子機器１の機器制御部９
と同様の処理（すなわちタッチパネルコントローラ７８との間で座標信号の授受を行い、
また表示部７５に表示信号を与える）を行い、さらに、この基本的な処理の他に、ユーザ
が電子機器７０の操作を行ったことをユーザに認識させるための表示、振動及び放音を行
うための処理も行う。機器制御部７６は、この新たな処理を実現する手段として、把持判
定部８０、フィードバック切替部８１及び視覚／聴覚フィードバック部８２を備えている
。
【００９３】
　なお、タッチパネル部７７はセンサーに対応する。また、振動フィードバック素子９０
は振動部に対応する。また、表示部７５及び視覚／聴覚フィードバック部８２は表示器を
構成する。また、スピーカ９１及び視覚／聴覚フィードバック部８２は放音部を構成する
。また、機器制御部７６とタッチパネルコントローラ７８は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及
びインタフェース回路で構成される。該ＲＯＭにはＣＰＵを制御するためのプログラムが
記憶されており、該ＲＡＭはＣＰＵの動作において使用される。
【００９４】
　把持判定部８０は、タッチパネルモジュール７３による近接検知により得られる座標信
号を基に、電子機器７０がユーザに把持されているかどうかを判定する。この場合、ユー
ザが電子機器７０を把持することで、タッチパネルコントローラ７８から、タッチパネル
部７７の周縁部の座標信号が出力される。把持判定部８０は、この座標信号を受信するこ
とで、電子機器７０がユーザに把持されていると判定する。把持判定部８０は、電子機器
７０がユーザに把持されていると判定した場合で、タッチパネル部７７において接触が検
知された場合、振動フィードバック素子９０を使用するための切替信号をフィードバック
切替部８１に出力する。また、把持判定部８０は、電子機器７０がユーザに把持されてい
ないと判定した場合で、タッチパネル部７７において接触が検知された場合は、表示部７
５及びスピーカ９１を使用するための切替信号をフィードバック切替部８１に出力する。
ここで、タッチパネル部７７における接触とは、タッチパネル上のアイコン等を選択する
ときに行われる接触のことである。
【００９５】
　このように、把持判定部８０は、電子機器７０がユーザに把持されている場合、振動フ
ィードバック素子９０を選択し、その状態でタッチパネル上のアイコン等が選択された場
合に、振動フィードバック素子９０を起動する。また、把持判定部８０は、電子機器７０
がユーザに把持されていない場合、表示部７５及びスピーカ９１を選択し、その状態で、
タッチパネル上のアイコン等が選択された場合に、表示部７５に所定の表示を行わせると
ともに、スピーカ９１から所定の音を放音させる。
【００９６】
　フィードバック切替部８１は、振動フィードバック素子９０を使用するための切替信号
を入力した場合、振動フィードバック素子９０を動作させる制御信号を所定時間継続して
出力する。また、フィードバック切替部８１は、表示部７５及びスピーカ９１を使用する
ための切替信号を入力した場合、該切替信号を視覚／聴覚フィードバック部８２に出力す
る。振動フィードバック素子９０は、例えばバイブレータ、ピエゾアクチュエータ、振動
アクチュエータであり、フィードバック切替部８１から制御信号が出力されている間、振
動する。視覚／聴覚フィードバック部８２は、フィードバック切替部８１から出力された
切替信号を入力した場合、表示部７５に対し、所定の表示をさせるための表示信号を所定
時間継続して出力するとともに、スピーカ９１に対し、所定の音を出すための音声信号を
所定時間継続して出力する。
【００９７】
　このように、ユーザが電子機器７０を把持し、タッチパネル部７７に接触した場合、振
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動フィードバック素子９０が振動する。この振動により、ユーザは操作したことを認識す
ることができる。図２３は、ユーザが電子機器７０を手で持って操作しているときの様子
を示す図である。同図に示すように、アイコン７０１に触れることで振動が発生する。
【００９８】
　一方、電子機器７０を机等に置いた状態で、タッチパネル部７７に接触した場合、振動
フィードバック素子９０は振動せず、表示部７５に所定の表示が行われるとともに、スピ
ーカ９１から所定の音が放音される。所定の表示及び所定の音の放音により、ユーザは、
電子機器７０を机等に置いての操作と認識することができる。図２４は、電子機器７０を
机１１０に置いて操作しているときの様子を示す図である。同図に示すように、アイコン
７０１にタッチすることで、表示部７５に所定の表示７０２が表示されるとともに、スピ
ーカ９１から所定の音（ピッピッ・・・）が放音される。
【００９９】
　図２５は、本実施の形態に係る電子機器７０における振動フィードバック素子９０の配
置例を示す断面図である。なお、同図に示す断面図は、図３に示す実施の形態１の電子機
器１のタッチパネルユニット７の断面図と同様に、タッチパネルユニット７９の中央部分
の断面を示している。タッチパネルユニット７９のタッチパネル部７７は、受信センサー
パネル７７－１と、送信センサーパネル７７－２とから構成される。受信センサーパネル
７７－１の直上にはガラス材からなるカバーパネル２０が配置され、送信センサーパネル
７７－２の直下には表示部７５が配置される。また、表示部７５の直下にはバックライト
部２１が配置され、バックライト部２１の直下には電池部２２が配置される。振動フィー
ドバック素子９０としてのバイブレータ９０ａ（又は振動アクチュエータ９０ｂ）は、電
池部２２に隣接して配置され、ピエゾアクチュエータ９０ｃはカバーパネル２０の周縁部
の直下に配置される。これらの各部材は、筐体７１に収容されている。なお、バイブレー
タ９０ａ（振動アクチュエータ９０ｂ）及びピエゾアクチュエータ９０ｃの配置はあくま
でも一例である。また、バイブレータ９０ａ、振動アクチュエータ９０ｂ及びピエゾアク
チュエータ９０ｃの全てを配置しても良いし、いずれか１つを配置しても良い。
【０１００】
　図２６は、本実施の形態に係る電子機器７０の操作通知処理を示すフローチャートであ
る。同図において、把持判定部８０は、タッチパネルモジュール７３による近接検知によ
る把持判定を行い（ステップＳ４１）、ユーザが電子機器７０を把持しているかどうか判
定する（ステップＳ４２）。この判定において、ユーザが電子機器７０を把持していると
判断した場合（すなわち、ステップＳ４２の判定で「ＹＥＳ」と判断した場合）、振動フ
ィードバック素子９０を選択する（ステップＳ４３）。そして、タッチパネル上のアイコ
ン等が選択されたときに、把持判定部８０は、フィードバック切替部８１に対して、振動
フィードバック素子９０を使用するための切替信号を出力し、振動フィードバック素子９
０を起動させる（ステップＳ４４）。
【０１０１】
　一方、把持判定部８０は、ステップＳ４２の判定において、ユーザが電子機器７０を把
持していないと判断した場合（すなわち、ステップＳ４２の判定で「ＮＯ」と判断した場
合）、表示部７５及びスピーカ９１を選択する（ステップＳ４５）。そして、タッチパネ
ル上のアイコン等が選択されたときに、把持判定部８０は、フィードバック切替部８１に
対して、表示部７５及びスピーカ９１を使用するための切替信号を出力し、表示部７５に
所定の表示を行わせるとともに、スピーカ９１から所定の音を放音させる（ステップＳ４
６）。
【０１０２】
　このように本実施の形態に係る電子機器７０によれば、ユーザが電子機器７０を把持し
、タッチパネル部７７に接触した場合、振動フィードバック素子９０を振動させ、電子機
器７０を机等に置いた状態で、タッチパネル部７７に接触した場合、振動フィードバック
素子９０を振動させず、表示部７５に所定の表示を行わせるとともに、スピーカ９１から
所定の音を放音させるので、ユーザは、電子機器７０を手で持って操作したことを認識で
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きるとともに、机等に置いての操作も認識することができる。特に、振動、表示及び放音
を所定時間継続して行うので、確実に認識させることができる。
【０１０３】
　なお、本実施の形態に係る電子機器７０では、机等に置いて操作した場合に、所定の表
示と所定の音の放音の両方を行うようにしたが、いずれか一方のみでも構わない。また、
振動、表示及び放音を所定時間継続して行うようにしたが、必ずしも所定時間継続して行
う必要はない。但し、所定時間継続して行うようにすることで認識率が向上することは言
うまでもない。また、継続する時間も、振動、表示及び放音の全てにおいて同じ時間であ
っても良いし、それぞれ異なっていても良い。特に、表示時間を長くすることで視認性が
向上する。
【０１０４】
　また、本実施の形態に係る電子機器７０では、図２６のフローチャートで示す処理を記
述したプログラムをＲＯＭに持たせたが、当該プログラムを、磁気ディスク、光ディスク
、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等の記憶媒体に格納して配布したり、インターネッ
ト等のネットワーク上のサーバ（図示略）に保存するようにして、電気通信回線を利用し
てダウンロードできるようにしたりすることも可能である。
【０１０５】
　（実施の形態４）
　図２７は、本発明の実施の形態４に係る電子機器の概略構成を示すブロック図である。
なお、本実施の形態に係る電子機器１５０は、前述した実施の形態１に係る電子機器１、
実施の形態２に係る電子機器４０及び実施の形態３に係る電子機器７０のそれぞれと同様
のスマートフォンと呼ばれる携帯無線機であり、概観はこれらと同様であることから概観
図を省略し、説明上必要な場合に図１を援用することとする。
【０１０６】
　図２７において、本実施の形態に係る電子機器１５０は、タッチパネルモジュール７３
と、表示部７５と、機器制御部１５１と、シールドグランド１５２，１５３と、可変抵抗
１５４，１５５とを備える。タッチパネルモジュール７３は、タッチパネル部（タッチパ
ネル）７７と、その間で送信信号と受信信号の授受を行うタッチパネルコントローラ７８
とから構成される。表示部（表示器）７５は、ＬＣＤ、有機ＥＬ又は電子ペーパーを有し
、電子機器１５０を操作するための表示や画像等の表示を行う。
【０１０７】
　機器制御部１５１は、前述した実施の形態１に係る電子機器１の機器制御部９と同様の
処理（すなわちタッチパネルコントローラ７８との間で座標信号の授受を行い、また表示
部７５に表示信号を与える）を行い、さらに、この基本的な処理の他に、ホバー操作時の
持ち手による誤動作をシールドグランド１５２，１５３のインピーダンスを可変すること
で抑制する処理を行う。機器制御部１５１は、これらの処理を実行する手段として、タッ
チパネルコントローラ７８との間で座標信号の授受を行い、座標処理を行う座標処理部１
６０と、表示部７５に表示信号を与える表示処理部１６１と、ユーザの電子機器１５０に
対する持ち手を検出して可変抵抗器１５４，１５５の抵抗値を切り替える持ち手検出部１
６２とを備えている。
【０１０８】
　シールドグランド１５２，１５３は、タッチパネル部７７の対向する２辺に設けられる
。図２８は、シールドグランド１５２，１５３の取り付け位置と、シールドグランド１５
２，１５３と可変抵抗器１５４，１５５との接続を示す斜視図である。同図において、シ
ールドグランド１５２，１５３は、タッチパネルユニット７９の対向する２辺１７０，１
７１に設けられる。すなわち、長方形に形成されたタッチパネルユニット７９の長手方向
の２辺の一方（第１の辺）１７０にシールドグランド（第１の導電性部材）１５２が設け
られ、２辺の他方（第２の辺）１７１にシールドグランド（第２の導電性部材）１５３が
設けられる。
【０１０９】
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　シールドグランド１５２には可変抵抗器（第１の可変抵抗器）１５４の一端が接続され
、シールドグランド１５３には可変抵抗器（第２の可変抵抗器）１５５の一端が接続され
る。可変抵抗器１５４，１５５の各他端が所定の電位に電気的に接続される。本実施の形
態では、所定の電位を回路基板１７５上のグランドパターンにおける電位（接地電位）と
している。可変抵抗器１５４，１５５の各他端をタッチパネルコントローラ７８と同じグ
ランドに接地することで、動作の安定化が図れる。
【０１１０】
　図２９は、筐体２においてシールドグランド１５３が配置された部分の断面を示す図で
ある。同図において、シールドグランド１５３は、その断面が表示部７５及びタッチパネ
ル部７７の周縁部を上下で挟む形状となっている。シールドグランド１５３は、人の指が
直接触れることがないように筐体２の内側に配置される。シールドグランド１５２もシー
ルドグランド１５３と同様にその断面が表示部７５及びタッチパネル部７７の周縁部を上
下で挟む形状となっており、筐体２の内側に配置される。
【０１１１】
　タッチパネル部７７にシールドグランド１５２，１５３を設けることで、これらを設け
た部分及びその周辺をそれぞれシールドすることができる。そして、シールドグランド１
５２，１５３を設けたそれぞれの部分及びそれぞれの部分の周辺におけるシールドの度合
いは、可変抵抗器１５４，１５５の抵抗値で変化する。可変抵抗器１５４，１５５それぞ
れの抵抗値を小さくするに従い、シールドの度合いが大きくなり、シールドグランド１５
２，１５３を設けたそれぞれの部分及びそれぞれの部分の周辺における感度が小さくなる
。これにより、タッチパネル部７７のシールドグランド１５２，１５３を設けた部分を手
で把持した際に、可変抵抗器１５４，１５５それぞれの抵抗値を小さくすることで、持ち
手による影響を抑制することが可能となる。
【０１１２】
　なお、図２９において、表示部７５の直下にはタッチパネルコントローラ７８が配置さ
れる。タッチパネル部７７は、近接タッチパネルセンサー７７１と、カバーガラス７７２
と、粘着剤７７３と、飛散防止フィルム７７４とから構成される。
　機器制御部１５１とタッチパネルコントローラ７８は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及びイ
ンタフェース回路で構成される。該ＲＯＭにはＣＰＵを制御するためのプログラムが記憶
されており、該ＲＡＭはＣＰＵの動作において使用される。
【０１１３】
　図２７に戻り、持ち手検出部１６２は、タッチパネルモジュール７３による近接検知に
よって得られる座標信号を基に、電子機器１５０がユーザに把持されているかどうかを判
定する。この場合、ユーザが電子機器１５０を把持することで、タッチパネルコントロー
ラ７８からタッチパネル部７７の周縁部の座標信号が出力され、持ち手検出部１６２はこ
の座標信号を受信することで電子機器１５０がユーザに把持されていると判定する。
【０１１４】
　図３０は、持ち手状態の検出方法の一例を示す図である。同図において、持ち手状態の
検出は、タッチパネルモジュール７３による近接検知の他に、加速度センサーを使用する
ことでも検出可能である。タッチパネルモジュール７３による近接検知は、容量変化に基
づいており、指の接触による容量変化が左右均一の場合を両手操作と判定し、左側の容量
が右側の容量より大きい場合を左手操作と判定し、右側の容量が左側の容量より大きい場
合を右手操作と判定し、左右の容量変化が無い場合を据え置きと判定する。
【０１１５】
　持ち手検出部１６２は、電子機器１５０がユーザに把持されていると判定した場合、可
変抵抗器１５４，１５５の抵抗値の設定を行う。図３１は、電子機器１５０の手持ち状態
（すなわち把持状態）と可変抵抗器１５４，１５５の抵抗値の一例を示す図である。同図
において、両手操作の場合、可変抵抗器１５４，１５５はそれぞれ１ＭΩに設定される。
左手操作の場合は、可変抵抗器１５４が０Ωに、可変抵抗器１５５が１ＭΩにそれぞれ設
定される。右手操作の場合は、可変抵抗器１５４が１ＭΩに、可変抵抗器１５５が０Ωに
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それぞれ設定される。据え置きの場合（電子機器１５０を把持せず、机等に置いた場合）
は、可変抵抗器１５４，１５５それぞれがハイインピーダンスに設定される。
【０１１６】
　可変抵抗器１５４，１５５の抵抗値を小さくすると、シールドグランド１５２，１５３
がグランドレベルに近くなり、シールド効果が大きくなってタッチパネル部７７の反応が
鈍くなる。すなわち、可変抵抗器１５４，１５５の抵抗値を小さくすると、シールドグラ
ンド１５２，１５３によるシールド効果が大きくなって、ホバー距離（タッチパネル部７
７と指との間の距離）が短くなる。
【０１１７】
　左手操作の場合、左親指がタッチパネル部７７に影響を与えることから、左側の可変抵
抗器１５４の抵抗値を小さくして（例えば、０Ω）、タッチパネル部７７の左側部分のホ
バー距離を抑える。つまり、タッチパネル部７７の左側部分の反応を鈍くする。右側の可
変抵抗器１５５については、抵抗値を中程度（例えば、１ＭΩ）にして、左親指先端部に
よる操作をある程度できるようにする。右手操作の場合、右親指がタッチパネル部７７に
影響を与えることから、右側の可変抵抗器１５５の抵抗値を小さくして（例えば、０Ω）
、タッチパネル部７７の右側部分のホバー距離を抑える。つまり、タッチパネル部７７の
右側部分の反応を鈍くする。左側の可変抵抗器１５４については、抵抗値を中程度（例え
ば、１ＭΩ）にして、右親指先端部による操作をある程度操作できるようにする。両手操
作の場合、左右両側の可変抵抗器１５４，１５５の抵抗値をそれぞれ中程度（例えば、１
ＭΩ）にして、電子機器１５０を把持することによる影響を抑制する。据え置きの場合、
電子機器１５０を把持する指の影響を受けないことから、左右両側の可変抵抗器１５４，
１５５の抵抗値をそれぞれハイインピーダンスにして、シールドグランド１５２，１５３
及びそれらの周辺のホバー距離を向上させる。
【０１１８】
　持ち手の様々な形態における可変抵抗器１５４，１５５の抵抗値は、以下のように設定
すると良い。
（１）所定の操作状態では、可変抵抗器１５４の抵抗値を第１の抵抗値に設定し、可変抵
抗器１５５の抵抗値を第１の抵抗値より大きい第２の抵抗値に設定する。
　右手で電子機器１５０を把持し、右手の親指等でタッチパネル部７７を操作する操作状
態、又は、左手で電子機器１５０を把持し、左手の親指等でタッチパネル部７７を操作す
る操作状態である。第１の抵抗値は「小」で、０Ωでも良い。第２の抵抗値は「中」で、
例えば１ＭΩである。
【０１１９】
（２）所定の操作状態を第１の操作状態とし、第２の操作状態では、可変抵抗器１５４の
抵抗値を第２の抵抗値に設定し、可変抵抗器１５５の抵抗値を第１の抵抗値に設定する。
　操作状態が、第１の操作状態と第２の操作状態で切り替わるに応じて、可変抵抗器１５
４と可変抵抗器１５５の抵抗値が変わるので、第１，第２のいずれの操作状態であっても
タッチパネル部７７への影響を抑制することができる。なお、可変抵抗器１５４の抵抗値
を第２の抵抗値に設定する際に、第２の抵抗値から少しずれても良い。また、可変抵抗器
１５５の抵抗値を第１の抵抗値に設定する際に、第１の抵抗値から少しずれても良い。
【０１２０】
（３）所定の操作状態を第１の操作状態とし、第２の操作状態では、可変抵抗器１５４の
抵抗値を第３の抵抗値に設定し、可変抵抗器１５５の抵抗値を第３の抵抗値より小さい第
４の抵抗値に設定する。
　第３の抵抗値は「中」で例えば１．１ＭΩである。なお、第２の抵抗値と第３の抵抗値
は実質的に同じ抵抗値であっても良い。また、第４の抵抗値は「小」で例えば０．１ＭΩ
である。なお、第１の抵抗値と第４の抵抗値は実施的に同じ抵抗値であっても良い。
【０１２１】
（４）所定の操作状態を第１の操作状態とし、第３の操作状態では、可変抵抗器１５４の
抵抗値及び可変抵抗器１５５の抵抗値を第２の抵抗値に設定する。
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　右手で電子機器１５０を把持し、左手でタッチパネル部７７を操作する操作状態又はそ
の逆である。
【０１２２】
（５） （４）のバリエーションで、所定の操作状態を第１の操作状態とし、第３の操作
状態では、可変抵抗器１５４の抵抗値を第５の抵抗値に設定し、可変抵抗器１５５の抵抗
値を、第５の抵抗値の所定の倍率である第６の抵抗値に設定する。
　第５の抵抗値は例えば０．９ＭΩ、第６の抵抗値は例えば０．９８ＭΩで、実質的には
第２の抵抗値と同じである。僅かに異なる場合を想定しており、当然、第５の抵抗値と、
第６の抵抗値は、それぞれ、第１の抵抗値よりは大きい。所定の倍率は、例えば０．５倍
から２倍の間の倍率である。
【０１２３】
（６）第４の操作状態では、可変抵抗器１５４の抵抗値を、少なくとも第２の抵抗値より
大きい第７の抵抗値に設定し、可変抵抗器１５５の抵抗値を第７の抵抗値に設定する。
　据え置き状態であり、第７の抵抗値は「大」のハイインピーダンス（遮断）も含む。
　上記の第２の抵抗値、第３の抵抗値、第４の抵抗値、第５の抵抗値、第６の抵抗値及び
第７の抵抗値の大小関係は、第２の抵抗値＜第７の抵抗値、第３の抵抗値＜第７の抵抗値
、第４の抵抗値＜第７の抵抗値、第５の抵抗値＜第７の抵抗値、かつ第６の抵抗値＜第７
の抵抗値である。
　第７の抵抗値から少しずれても、ハイインピーダンスと見なせる程、インピーダンスが
高ければ良い。
【０１２４】
（７）第４の操作状態では、可変抵抗器１５４の抵抗値を、少なくとも第２の抵抗値より
大きい第７の抵抗値に設定し、可変抵抗器１５５の抵抗値を、少なくとも第２の抵抗値よ
り大きい第８の抵抗値に設定する。
　第７，第８の抵抗値は「大」で例えば１０ＧΩである。第２の抵抗値、第３の抵抗値、
第４の抵抗値、第５の抵抗値、第６の抵抗値、第８の抵抗値の大小関係は、第２の抵抗値
＜第８の抵抗値、第３の抵抗値＜第８の抵抗値、第４の抵抗値＜第８の抵抗値、第５の抵
抗値＜第８の抵抗値、かつ第６の抵抗値＜第８の抵抗値である。
【０１２５】
　次に、本実施の形態に係る電子機器１５０の動作を説明する。
　図３２は、本実施の形態に係る電子機器１５０の持ち手検出処理を示すフローチャート
である。本処理は電子機器１５０の表示がオン状態になっている間に行われる。具体的に
は、電源オンして表示オンとなったときから省電力モードが動作して表示オフとなるまで
の間に行われる。表示のオン・オフの制御は表示処理部１６１が行うものとする。
【０１２６】
　図３２において、まず表示処理部１６１が表示オンにする（ステップＳ５０）。表示オ
ン後、持ち手検出部１６２が、持ち手状態を検出し（ステップＳ５１）、両手操作モード
かどうか判定する（ステップＳ５２）。両手操作モードである場合（ステップＳ５２の判
定で「Ｙｅｓ」と判断した場合）、持ち手検出部１６２は、可変抵抗器１５４，１５５の
それぞれを１ＭΩに設定する（ステップＳ５３）。持ち手検出部１６２が可変抵抗器１５
４，１５５のそれぞれを１ＭΩに設定した後、表示処理部１６１が、表示オフかどうか判
定し（ステップＳ５４）、表示オフである場合、本処理を終了し、表示オフでない場合、
ステップＳ５１に戻る。
【０１２７】
　ステップＳ５２の判定で、持ち手検出部１６２が、両手操作モードでないと判断した場
合（ステップＳ５２の判定で「Ｎｏ」と判断した場合）、左手操作モードかどうか判定す
る（ステップＳ５５）。左手操作モードである場合（ステップＳ５５の判定で「Ｙｅｓ」
と判断した場合）、持ち手検出部１６２は、可変抵抗器１５４を０Ωに設定し、可変抵抗
器１５５を１ＭΩに設定する（ステップＳ５６）。可変抵抗器１５４を０Ωに設定し、可
変抵抗器１５５を１ＭΩに設定した後、表示処理部１６１が、表示オフかどうか判定し（
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ステップＳ５４）、表示オフである場合、本処理を終了し、表示オフでない場合、ステッ
プＳ５１に戻る。
【０１２８】
　ステップＳ５５の判定で、持ち手検出部１６２が、左手操作モードでないと判断した場
合（ステップＳ５５の判定で「Ｎｏ」と判断した場合）、右手操作モードかどうか判定す
る（ステップＳ５７）。右手操作モードである場合（ステップＳ５７の判定で「Ｙｅｓ」
と判断した場合）、持ち手検出部１６２は、可変抵抗器１５４を１ＭΩに設定し、可変抵
抗器１５５を０Ωに設定する（ステップＳ５８）。可変抵抗器１５４を１ＭΩに設定し、
可変抵抗器１５５を０Ωに設定した後、表示処理部１６１が、表示オフかどうか判定し（
ステップＳ５４）、表示オフである場合、本処理を終了し、表示オフでない場合、ステッ
プＳ５１に戻る。
【０１２９】
　ステップＳ５７の判定で、持ち手検出部１６２が、右手操作モードでないと判断した場
合（ステップＳ５７の判定で「Ｎｏ」と判断した場合）、据え置きと判断し（ステップＳ
５９）、可変抵抗器１５４，１５５のそれぞれを、１ＭΩを大きく超えるハイインピーダ
ンスに設定する（ステップＳ６０）。持ち手検出部１６２が可変抵抗器１５４，１５５の
それぞれをハイインピーダンスに設定した後、表示処理部１６１が、表示オフかどうか判
定し（ステップＳ５４）、表示オフである場合、本処理を終了し、表示オフでない場合、
ステップＳ５１に戻る。
【０１３０】
　このように本実施の形態に係る電子機器１５０によれば、表示部７５に重ねて配置され
た長方形状のタッチパネル部７７の長手方向の対向する２辺１７０，１７１に設けたシー
ルドグランド１５２，１５３と、一端がシールドグランド１５２に接続され、他端が回路
基板１７５上のグランドパターンに接続された可変抵抗器１５４と、一端がシールドグラ
ンド１５３に接続され、他端が回路基板１７５上のグランドパターンに接続された可変抵
抗器１５５と、タッチパネルモジュール７３による近接検知によって得られる座標信号を
基に、電子機器１５０がユーザに把持されているかどうかを判定し、電子機器１５０がユ
ーザに把持されている場合、可変抵抗器１５４，１５５の抵抗値の設定を行う持ち手検出
部１６２と、を有し、持ち手検出部１６２は、両手操作の場合、可変抵抗器１５４，１５
５それぞれの抵抗値を「中」に設定し、左手操作の場合、可変抵抗器１５４の抵抗値を「
小」に、可変抵抗器１５５の抵抗値を「中」にそれぞれ設定し、右手操作の場合、可変抵
抗器１５４の抵抗値を「中」に、可変抵抗器１５５の抵抗値を「小」にそれぞれ設定し、
据え置きの場合、可変抵抗器１５４，１５５それぞれの抵抗値を「ハイインピーダンス」
に設定するので、電子機器１５０における持ち手による影響（すなわち、タッチパネル部
７７が反応することによる誤動作）を抑制することができる。
【０１３１】
　なお、本実施の形態に係る電子機器１５０では、図３２のフローチャートで示す処理を
記述したプログラムをＲＯＭに持たせたが、当該プログラムを、磁気ディスク、光ディス
ク、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等の記憶媒体に格納して配布したり、インターネ
ット等のネットワーク上のサーバ（図示略）に保存するようにして、電気通信回線を利用
してダウンロードできるようにしたりすることも可能である。
【０１３２】
　図３３は、加速度センサーを使用して持ち手状態を検出する電子機器１５６の概略構成
を示すブロック図である。なお、同図において図２７と共通する部分には同一の符号を付
けてその説明を省略する。加速度から持ち手状態を検出する電子機器１５６は、加速度検
出部１６３を含む機器制御部１５７を有している。機器制御部１５７は、座標処理部１６
０、表示処理部１６１、加速度検出部１６３及び持ち手検出部１６４を備える。加速度検
出部１６３は、加速度センサー（図示略）を有し、加速度センサーで検出された加速度を
持ち手検出部１６４へ出力する。加速度センサーを使用した持ち手状態検出については、
前述した図３０を参照されたい。持ち手検出部１６４は、加速度検出部１６３の出力から
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ユーザの電子機器１５０に対する持ち手を検出して可変抵抗器１５４，１５５の抵抗値を
切り替える。持ち手の様々な形態における可変抵抗器１５４，１５５の抵抗値の設定は、
前述の通りである。
【０１３３】
　（実施の形態５）
　図３４は、本発明の実施の形態５に係る電子機器の概観を示す正面図である。同図にお
いて、本実施の形態に係る電子機器２００は、前述した実施の形態１に係る電子機器１と
同様のスマートフォンと呼ばれる携帯無線機であり、四角形状に形成された筐体２０１の
前面側の上部にレシーバ２０２が設けられ、レシーバ２０２の下方に静電容量方式のタッ
チパネルモジュール（タッチパネルに対応）２０３が設けられている。また、タッチパネ
ルモジュール２０３の下方には、３個のファンクションボタン２０４－１～２０４－３が
設けられている。
【０１３４】
　図３５は、本実施の形態に係る電子機器２００の概略構成を示すブロック図である。同
図において、本実施の形態に係る電子機器２００は、前述したタッチパネルモジュール２
０３と、表示部（表示器に対応）２０５と、機器制御部２０６とを備える。タッチパネル
モジュール２０３は、タッチパネル部２０７と、その間で送信信号と受信信号の授受を行
うタッチパネルコントローラ２０８とから構成される。機器制御部２０６は、タッチパネ
ルモジュール２０３との間で指示体の位置を示す座標信号の授受を行い、また表示部２０
５に表示信号を与える。なお、表示部２０５及びタッチパネルモジュール２０３はタッチ
パネルユニット２０９を構成する。また、機器制御部２０６は、ＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）及びイン
タフェース回路（いずれも図示略）で構成される。該ＲＯＭにはＣＰＵを制御するための
プログラムが記憶されており、該ＲＡＭはＣＰＵの動作において使用される。
【０１３５】
　表示部２０５は、四角形状を成し、本実施の形態に係る電子機器２００を操作するため
の表示や画像等の表示に使用される。表示部２０５には、ＬＣＤ（Liquid Crystal Displ
ay）、有機ＥＬ（Electro Luminescence）又は電子ペーパーが用いられる。タッチパネル
モジュール２０３は、タッチパネル面に指先が触れることなく所定の範囲の高さでの操作
（“ホバー操作”）が可能な静電容量方式を採用したものである。
【０１３６】
　タッチパネル部２０７は、表示部２０５と略同じ四角形状を成し、表示部２０５上に重
ねて配置される。なお、表示部２０５とタッチパネル部２０７は、筐体２０１の内側に配
置されても、外側に配置されても良い。但し、いずれの場合もタッチパネル部２０７は表
示部２０５より外側に配置される。また、本実施の形態に係る電子機器２００では、表示
部２０５及びタッチパネル部２０７の形状を四角形とするが、それは長方形でもあっても
良いし、正方形であっても良い。
【０１３７】
　タッチパネル部２０７は、図示せぬ送信電極と受信電極とを備えており、これらが板状
の誘電体の下面に離間して配置されている。送信電極にはタッチパネルコントローラ２０
８から出力される送信信号に基づく駆動パルスが印加される。送信電極に駆動パルスが印
加されることで送信電極から電界が発生する。この電界中に指示体（指やペン等であり、
本実施の形態では“指”として扱うこととする）が入ると、送信電極と受信電極の間の電
気力線の数が減少し、電気力線の数の変化が受信電極における電荷の変化として現れる。
受信電極における電荷の変化に応じた受信信号がタッチパネルコントローラ２０８へ出力
される。タッチパネルコントローラ２０８は、機器制御部２０６との間で制御信号の授受
を行い、タッチパネル部２０７へ送信信号を出力する。また、タッチパネルコントローラ
２０８は、タッチパネル部２０７から出力される受信信号を入力し、入力した受信信号か
ら指を検出し、検出した指の位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を示す座標信号を機器制御部２０６へ出
力する。
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【０１３８】
　図３６は、タッチパネルコントローラ２０８における指の検出方法を示す図である。同
図において、タッチパネルコントローラ２０８は、タッチパネル部２０７から出力される
受信信号のレベルに応じた距離（すなわち、タッチパネル部２０７から指先６０までの距
離）Ｚａが第１の距離Ｚ０と第２の距離Ｚ１の間にあれば、指先６０を検出する。この際
、指先６０のぶれを考慮して、所定時間内における距離の平均値として算出する。図３７
は、指先６０とタッチパネル部２０７との間の距離の時間的変化を示す図である。同図に
示すように、第１の距離Ｚ０と第２の距離Ｚ１との間において、時刻ｔ１から時刻ｔ２ま
での間の距離の平均値を算出する。この距離の平均値が第１の距離Ｚ０と第２の距離Ｚ１
の間にあれば指先６０を検出する。
【０１３９】
　図３５に戻り、機器制御部２０６は、タッチパネルコントローラ２０８から出力される
座標信号を取り込み、文字入力処理、文字表示処理等の各種処理を行う。文字表示処理の
結果については表示信号として表示部２０５へ出力する。図３４では、Ｅメールを作成す
るアプリを起動させたときのメール画面を示している。このメール画面には、宛先入力表
示領域３００、件名入力表示領域３０１及び入力表示領域３０２があり、これらの表示領
域３００～３０２がタッチパネル部２０７に設定されている。なお、入力表示領域３０２
の表示位置は固定で良いが、変化させることができるようにしても良い。
【０１４０】
　表示部２０５には、テンキー４５１、カーソルキー４５２及びテンキー４５１より入力
された文字（“かな文字”、“英字”、“数字”）がそれぞれ表示される。カーソルキー
４５２は、入力文字種を表示するものであり、表示部２０５の左上隅に表示される。なお
、カーソルキー４５２は、表示部２０５の所定の領域に対応する。また、カーソルキー４
５２はアイコンである。カーソルキー４５２をアイコン表示することで、文字入力の操作
性向上が図れる。
【０１４１】
　テンキー４５１は、カーソルキー４５２に関連する情報である入力文字候補をテンキー
形式で表示するものであり、カーソルキー４５２の近傍に表示される。図３４では、入力
文字種として“かな文字”が選択された場合のテンキー４５１が示されており、「あ、か
、さ、た、…」が入力文字候補として表示されている。カーソルキー４５２及びテンキー
４５１のそれぞれに対応する領域もタッチパネル部２０７に設定されている。タッチパネ
ル部２０７のカーソルキー４５２に対応する領域を指先６０でタッチすることで、入力文
字種の選択が可能となる。入力文字種の選択後、指先６０をカーソルキー４５２の直上方
向へ移動させることでテンキー４５１が表示される。この場合、上述したように、テンキ
ー４５１はカーソルキー４５２の近傍に表示される。入力文字候補をテンキー形式で表示
することで、文字入力の操作性向上が図れる。
【０１４２】
　図３８は、本実施の形態に係る電子機器２００における入力文字種の選択からテンキー
サイズ（大きさ）の選択までの操作を示す図である。また、図３９は、本実施の形態に係
る電子機器２００における入力文字種の選択操作及びテンキーサイズの選択操作の手順を
示すフローチャートである。図３８及び図３９において、カーソルキー４５２に指先６０
をタッチすることで（ステップＳ７０）、“かな”、“英字”及び“数字”の入力文字種
が表示される。この状態で、指先６０を水平方向に移動させてタッチすることで、所望の
入力文字種を選択することができる（ステップＳ７１）。“かな”、“英字”及び“数字
”の入力文字種はカーソルキー４５２の直近に表示される。所望の入力文字種の選択後、
カーソルキー４５２の直上方向へ指先６０を離して行くと、最初に、標準サイズのテンキ
ー４５１がカーソルキー４５２の近傍に表示される（ステップＳ７２）。その後更に指先
６０を離して行き、タッチパネル部２０７と指先６０との間の距離Ｚが距離Ｚａを超える
と、標準サイズのテンキー４５１から拡大サイズのテンキー４５１に表示が切り替わる（
ステップＳ７３）。
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【０１４３】
　拡大サイズのテンキー４５１は、距離Ｚｂまで継続する。すなわち、カーソルキー４５
２の直上で、タッチパネル部２０７と指先６０との間の距離Ｚが、０＜Ｚ≦Ｚａの範囲内
では標準サイズのテンキー４５１が表示され、Ｚａ＜Ｚ≦Ｚｂの範囲内では拡大サイズの
テンキー４５１が表示される。このように、カーソルキー４５２の直上方向に指先６０を
離して行くと、テンキー４５１のサイズが２段階で変化する。指先６０をカーソルキー４
５２から離した後、近づけて行くことで、拡大サイズのテンキー４５１から標準サイズの
テンキー４５１に表示が切り替わる。すなわち、指先６０の上下動に応じてテンキー４５
１のサイズが標準から拡大、拡大から標準に切り替わる。テンキー４５１のサイズを変更
する手段を有することで、所望の大きさの情報を容易に選択することができ、文字入力の
操作性向上が図れる。
【０１４４】
　なお、カーソルキー４５２から指先６０を離した後は、必ずしもカーソルキー４５２の
直上方向に指先６０を移動させる必要はなく、ずれていても構わない。すなわち、指先６
０がカーソルキー４５２の領域内に入っていなくても良い。
【０１４５】
　図４０は、本実施の形態に係る電子機器２００における入力文字種の選択から文字入力
までの操作を示す図である。同図において、入力文字種の選択からテンキーサイズの選択
までの操作は、前述した通りであるので、その説明を省略し、テンキーサイズ選択後の操
作について説明する。なお、入力文字種の選択処理はモード〔１〕、テンキーサイズの選
択処理はモード〔２〕とする。また、モード〔２〕において、テンキー４５１中の「戻る
」キーをタッチすると、モード〔１〕に戻り、再度入力文字種の選択が可能となる。
【０１４６】
　モード〔２〕に続くモード〔３〕はテンキー４５１のサイズを固定する処理である。図
４０では、かな文字を選択している状態を示している。かな文字を選択しているカーソル
キー４５２を下に見た状態で指先６０を水平方向へ移動させると、テンキー４５１のサイ
ズが固定される。この場合、標準サイズのテンキー４５１を選択している状態で、指先６
０を水平方向へ移動させることで標準サイズのテンキー４５１が固定される。また、拡大
サイズのテンキー４５１を選択している状態で、指先６０を水平方向へ移動させることで
拡大サイズのテンキー４５１が固定される。このようにしてテンキー４５１のサイズを固
定した後、テンキー４５１より文字入力を行う。文字入力における処理はモード〔４〕と
なる。テンキー４５１のサイズを固定できる手段を有することで、文字入力の操作性向上
が図れる。
【０１４７】
　モード〔４〕において、例えばテンキー４５１の“な”の文字を指先６０でタッチする
と、テンキー４５１の表示が一時的に消えて、タッチ位置を中心とする周囲に、な行の文
字列（“な”，“に”，“ぬ”，“ね”，“の”）が表示される。な行の文字列が表示さ
れている状態で、所望の文字（例えば“ぬ”）をタッチすると、当該文字の入力が決定さ
れる。決定された文字は入力表示領域３０２に表示される。続いて他の文字を入力する場
合、同様の操作を行う。例えば、“ま”の文字を入力する場合、“ぬ”の文字から指先６
０を離すことでテンキー４５１が現れるので、テンキー４５１内の“ま”の文字をタッチ
する。これにより、テンキー４５１の表示が一時的に消えて、タッチ位置を中心とする周
囲に、ま行の文字列（“ま”，“み”，“む”，“め”，“も”）が表示される。ま行の
文字列が表示されている状態で、所望の文字（例えば“ま”）をタッチすると、当該文字
の入力が決定されて、当該文字が入力表示領域３０２に表示される。このようにして文字
入力を行うことができる。
【０１４８】
　図４１は、本実施の形態に係る電子機器２００の文字入力処理を示すフローチャートで
ある。本処理は、主に機器制御部２０６で行われる。同図において、機器制御部２０６は
、文字入力を開始すると（ステップＳ８０）、カーソルキー４５２に指先６０がタッチさ
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れたかどうか判定する（ステップＳ８１）。カーソルキー４５２に指先６０がタッチされ
ていない場合（すなわち、ステップＳ８０の判定で「ＮＯ」と判断した場合）、カーソル
キー４５２に指先６０がタッチされるまで本判定を繰り返す。これに対し、カーソルキー
４５２に指先６０がタッチされた場合（すなわち、ステップＳ８０の判定で「ＹＥＳ」と
判断した場合）、入力文字種を選択する（ステップＳ８２）。すなわち、“かな文字”、
“英字”及び“数字”のうち、ユーザが指定した入力文字種を選択する。この場合、どの
入力文字種が指定されたかはタッチパネルコントローラ２０８から出力される座標信号を
基に判断する。
【０１４９】
　機器制御部２０６は、入力文字種を選択した後、カーソルキー４５２から指先６０が離
れたかどうか判定する（ステップＳ８３）。カーソルキー４５２から指先６０が離れてい
ない場合（すなわち、ステップＳ８３の判定で「ＮＯ」と判断した場合）、カーソルキー
４５２から指先６０が離れるまで本判定を繰り返す。これに対し、カーソルキー４５２か
ら指先６０が離れた場合（すなわち、ステップＳ８３の判定で「ＹＥＳ」と判断した場合
）、カーソルキー４５２から指先６０までの距離Ｚが０＜Ｚ≦Ｚａであるかどうか判定す
る（ステップＳ８４）。すなわち、機器制御部２０６は、タッチパネルコントローラ２０
８から出力された座標信号のＺ座標の信号値よりカーソルキー４５２から指先６０までの
距離Ｚを求めて距離判定を行う。この判定において、距離Ｚが０＜Ｚ≦Ｚａである場合（
すなわち、ステップＳ８４の判定で「ＹＥＳ」と判断した場合）、テンキー４５１を標準
サイズで表示する表示信号を表示部２０５へ出力する（ステップＳ８５）。これに対し、
距離Ｚが０＜Ｚ≦Ｚａでない場合（すなわち、ステップＳ８４の判定で「Ｎｏ」と判断し
た場合）、カーソルキー４５２から指先６０までの距離ＺがＺａ＜Ｚ≦Ｚｂであるかどう
か判定する（ステップＳ８６）。この判定において、距離ＺがＺａ＜Ｚ≦Ｚｂでない場合
（すなわち、ステップＳ８６の判定で「ＮＯ」と判断した場合）、前述したステップＳ８
４に戻る。これに対し、距離ＺがＺａ＜Ｚ≦Ｚｂである場合（すなわち、ステップＳ８６
の判定で「ＹＥＳ」と判断した場合）、テンキー４５１を拡大サイズで表示する表示信号
を表示部２０５へ出力する（ステップＳ８７）。
【０１５０】
　機器制御部２０６は、テンキー４５１を標準サイズで表示する処理を行った場合、その
処理後、指先６０がカーソルキー４５２からテンキー４５１へスライドしたかどうか判定
する（ステップＳ８８）。この判定において、テンキー４５１へスライドしていない場合
（すなわち、ステップＳ８８の判定で「ＮＯ」と判断した場合）、テンキー４５１へスラ
イドされるまで本判定を繰り返す。これに対し、指先６０がテンキー４５１へスライドし
た場合（すなわち、ステップＳ８８の判定で「ＹＥＳ」と判断した場合）、ステップＳ９
０の処理を行う。
【０１５１】
　また、機器制御部２０６は、テンキー４５１を拡大サイズで表示する処理を行った場合
、その処理後、指先６０がカーソルキー４５２からテンキー４５１へスライドしたかどう
か判定する（ステップＳ８９）。この判定において、テンキー４５１へスライドしていな
い場合（すなわち、ステップＳ８９の判定で「ＮＯ」と判断した場合）、テンキー４５１
へスライドされるまで本判定を繰り返す。これに対し、指先６０がテンキー４５１へスラ
イドした場合（すなわち、ステップＳ８９の判定で「ＹＥＳ」と判断した場合）、ステッ
プＳ９０の処理を行う。
【０１５２】
　ステップＳ９０では、テンキー４５１の「戻る」キーがタッチされたかどうか判定する
。この判定において、テンキー４５１の「戻る」キーがタッチされた場合（すなわち、ス
テップＳ９０の判定で「ＹＥＳ」と判断した場合）、ステップＳ８２に戻り、ステップＳ
８２の以降の処理を行う。これに対し、テンキー４５１の「戻る」キーがタッチされてい
ない場合（すなわち、ステップＳ９０の判定で「ＮＯ」と判断した場合）、テンキー４５
１の大きさを固定する（ステップＳ９１）。すなわち、テンキー４５１を標準サイズ又は
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拡大サイズに固定する。
【０１５３】
　機器制御部２０６は、テンキー４５１のサイズを固定した後、フリック入力処理を行う
（ステップＳ９２）。すなわち、ユーザのフリック操作による文字入力を行う。例えば、
ユーザが、かな文字設定して、な行を選択した後、“ぬ”を選択した場合、“ぬ”の文字
入力を行う。機器制御部２０６は、文字入力を行った後、当該文字を確定する（ステップ
Ｓ９３）。次いで、フリック入力終了かどうか判定し（ステップＳ９４）、フリック入力
終了でない場合（すなわち、ステップＳ９４の判定で「ＮＯ」と判断した場合）、ステッ
プＳ９２に戻り、再度フリック入力処理を行う。これに対し、フリック入力終了の場合（
すなわち、ステップＳ９４の判定で「ＹＥＳ」と判断した場合）、本処理を終える。
【０１５４】
　このように本実施の形態に係る電子機器２００によれば、表示部２０５に、入力文字種
を表示するカーソルキー４５２及びカーソルキー４５２の近傍に入力文字候補をテンキー
形式で表示するテンキー４５１をそれぞれ表示し、テンキー４５１においては、指先６０
をカーソルキー４５２にタッチした後、指先６０をカーソルキー４５２から離した場合に
表示するようにし、さらに、タッチパネル部２０７と指先６０との間の距離Ｚが０＜Ｚ≦
Ｚａである場合、テンキー４５１を標準サイズで表示し、距離ＺがＺａ＜Ｚ≦Ｚｂである
場合、テンキー４５１を拡大サイズで表示するようにしたので、所望の大きさのテンキー
４５１を自由に選択できることによる文字入力の操作性向上が図れる。さらに、表示部２
０５に、テンキー４５１と、このテンキー４５１により入力された文字が表示されること
から、文字入力と表示文字の確認のための視線移動が低減し、文字入力の操作性向上が図
れる。
【０１５５】
　なお、本実施の形態に係る電子機器２００では、入力文字候補として複数の文字をテン
キー形式で表示するようにしたが、１つの文字を表示するようにしても良い。
【０１５６】
　また、本実施の形態に係る電子機器２００では、タッチパネル部２０７と指先６０との
間の距離に応じてテンキー４５１のサイズを変更するように、情報の大きさを変化させる
ようにしたが、情報自体を変化させるようにしても良い。例えば、「あ、い、う、え、お
」を「か、き、く、け、こ」に変化させる。
【０１５７】
　また、本実施の形態に係る電子機器２００では、その動作において、テンキー４５１や
カーソルキー４５２にタッチすることを前提としているが（すなわち、接触を契機として
いるが）、タッチと見なすことができるまで接近した場合も含めても良い。例えば、指先
６０をカーソルキー４５２にタッチした後、カーソルキー４５２から指先６０を離すこと
でテンキー４５１を表示するようにしたが、カーソルキー４５２にタッチしたと見なせる
まで指先６０が接近した後、カーソルキー４５２から指先６０を離すことでテンキー４５
１を表示するようにしても良い。
【０１５８】
　また、本実施の形態に係る電子機器２００は、スマートフォンと呼ばれる携帯無線機で
あったが、この種の電子機器に限定されるものではなく、ゲーム機、テレビ、電子レンジ
、洗濯機、冷蔵庫、カーナビゲーション、カーナビゲーションを備えた自動車、ホームエ
ネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ）端末装置、ホームエネルギーマネジメントシ
ステム（ＨＥＭＳ）端末装置を備えた家、ＡＴＭ（Automated Teller Machine）等であっ
ても良い。
【０１５９】
　また、本実施の形態に係る電子機器２００では、図４１のフローチャートで示す処理を
記述したプログラムをＲＯＭに持たせたが、当該プログラムを、磁気ディスク、光ディス
ク、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等の記憶媒体に格納して配布したり、インターネ
ット等のネットワーク上のサーバ（図示略）に保存するようにして、電気通信回線を利用
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してダウンロードできるようにしたりすることも可能である。
【０１６０】
　本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱
することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである
。
【０１６１】
　本出願は、２０１１年１２月１６日出願の日本特許出願（特願２０１１－２７６１７５
）、２０１２年３月２８日出願の日本特許出願（特願２０１２－０７４７２１）、２０１
２年４月４日出願の日本特許出願（特願２０１２－０８５７５０）、２０１２年４月１９
日出願の日本特許出願（特願２０１２－０９５８７９）、及び２０１２年６月４日出願の
日本特許出願（特願２０１２－１２７２９０）に基づくものであり、その内容はここに参
照として取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１６２】
　本発明は、タッチパネルであって、簡単な操作で所望の文字を選択することができ、文
字選択における操作性の改善が図れる効果を有し、スマートフォン等のタッチパネルを用
いた電子機器への適用が可能である。
【符号の説明】
【０１６３】
　１　電子機器
　２　筐体
　３　レシーバ
　４　液晶表示部
　５　タッチパネル部
　５－１　受信センサーパネル
　５－１ａ　受信電極
　５－１ｂ　送信電極
　５－２　送信センサーパネル
　５－２ｃ　送信電極
　６　タッチパネルモジュール
　７　タッチパネルユニット
　７－１～７－３　ファンクションボタン
　８　タッチパネルコントローラ
　９　機器制御部
　２０　カバーパネル
　２１　バックライト部
　２２　電池部
　３０　表示
　４０　電子機器
　４１　筐体
　４２　レシーバ
　４３　タッチパネルモジュール
　４４－１，４４－２，４４－３　ファンクションボタン
　４５　表示部
　４６　機器制御部
　４７　タッチパネル部
　４８　タッチパネルコントローラ
　４９　タッチパネルユニット
　５０　宛先入力表示領域
　５１　件名入力表示領域
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　５２　入力表示領域
　５３　文字種選択キー表示領域
　５４　文字種選択キー
　６０　指先
　５３１　かな文字入力キー表示領域
　５３２　数字入力キー表示領域
　５３３　英字入力キー表示領域
　５３４　記号入力キー表示領域
　５３５　絵文字入力キー表示領域
　５４１　かな文字入力キー
　５４２　数字入力キー
　５４３　英字入力キー
　５４４　記号入力キー
　５４５　絵文字入力キー
　５５０～５６９　第２の表示領域
　７０　電子機器
　７１　筐体
　７３　タッチパネルモジュール
　７５　表示部
　７６　機器制御部
　７７　タッチパネル部
　７７－１　受信センサーパネル
　７７－２　送信センサーパネル
　７８　タッチパネルコントローラ
　７９　タッチパネルユニット
　８０　把持判定部
　８１　フィードバック切替部
　８２　視覚／聴覚フィードバック部
　９０　振動フィードバック素子
　９０ａ　バイブレータ
　９０ｂ　振動アクチュエータ
　９０ｃ　ピエゾアクチュエータ
　９１　スピーカ
　７０１　アイコン
　７０２　所定の表示
　１５０　電子機器
　１５１　機器制御部
　１５２，１５３　シールドグランド
　１５４，１５５　可変抵抗器
　１６０　座標処理部
　１６１　表示処理部
　１６２　持ち手検出部
　１７０　第１の辺
　１７１　第２の辺
　１７５　回路基板
　７７１　近接タッチパネルセンサー
　７７２　カバーガラス
　７７３　粘着剤
　７７４　飛散防止フィルム
　２００　電子機器
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　２０１　筐体
　２０２　レシーバ
　２０３　タッチパネルモジュール
　２０４－１～２０４－３　ファンクションボタン
　２０５　表示部
　２０６　機器制御部
　２０７　タッチパネル部
　２０８　タッチパネルコントローラ
　２０９　タッチパネルユニット
　３００　宛先入力表示領域
　３０１　件名入力表示領域
　３０２　入力表示領域
　４５１　テンキー
　４５２　カーソルキー
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