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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチアクションを受信し、前記タッチアクションのタッチ・プレス座標およびタッチ
・アップリフト座標に応じて前記タッチアクションのタッチ範囲値を取得し、
　前記タッチアクションの前記タッチ範囲値を、タッチ・クリック・モードとタッチ・ス
ライド・モードとを区別する範囲閾値と比較し、前記範囲閾値が、タッチ・スライド・モ
ードにおけるスライド・アクションの範囲値とタッチ・クリック・モードにおけるクリッ
ク・アクションの範囲値とに基づいて、ユーザ操作習慣に応じて予め設定されること、
　を含み、
　前記比較に基づき、前記タッチ範囲値が前記範囲閾値より大きい場合、前記タッチアク
ションはタッチ・スライド・モードであると決定し、前記タッチ範囲値が前記範囲閾値以
下である場合、前記タッチアクションはタッチ・クリック・モードであると決定する、
　ユーザタッチ操作モード適応方法。
【請求項２】
　前記タッチアクションを受信したとき、前記タッチアクションのタッチ・プレス時点お
よびタッチ・アップリフト時点に応じて前記タッチアクションのアクション時間を取得し
、
　前記タッチアクションが前記タッチ・クリック・モードである場合、前記タッチアクシ
ョンの前記アクション時間を、ユーザ操作習慣に応じて設定される第１の時間閾値であっ
て、タッチ・クリック・アクションとタッチ・ロングプレス・アクションとを区別する第
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１の時間閾値と比較すること、
　をさらに含み、
　前記アクション時間が前記第１の時間閾値より大きい場合、前記タッチアクションはタ
ッチ・ロングプレス・アクションであり、前記アクション時間が前記第１の時間閾値以下
である場合、前記タッチアクションはタッチ・クリック・アクションである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記タッチアクションを受信したとき、前記タッチアクションのタッチ・プレス時点お
よび前記タッチアクション前のタッチ・クリック・アクションのタッチ・アップリフト時
点に応じて、前記タッチアクションと前記タッチアクション前の前記タッチ・クリック・
アクションとの間の時間間隔を取得し、
　前記タッチアクションが前記タッチ・クリック・アクションである場合、前記タッチア
クションと前記タッチアクション前の前記タッチ・クリック・アクションとの間の前記時
間間隔を、ユーザ操作習慣に応じて設定される第２の時間閾値であって、タッチ・シング
ルクリック・アクションとタッチ・ダブルクリック・アクションとを区別する第２の時間
閾値と比較すること、
　をさらに含み、
　前記時間間隔が前記第２の時間閾値より大きい場合、前記タッチアクションはタッチ・
シングルクリック・アクションであり、前記時間間隔が前記第２の時間閾値以下である場
合、前記タッチアクションはタッチ・ダブルクリック・アクションである、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記タッチ・クリック・モードにおける個々のアクションのタッチ・プレス座標および
タッチ・アップリフト座標を収集し、前記タッチ・プレス座標および前記タッチ・アップ
リフト座標に応じて前記タッチ・クリック・モードにおける個々のアクションの範囲値を
取得し、前記タッチ・クリック・モードにおける中の前記アクションの平均範囲値を計算
し、
　前記タッチ・スライド・モードにおける個々のアクションのタッチ・プレス座標および
タッチ・アップリフト座標を収集し、前記タッチ・プレス座標および前記タッチ・アップ
リフト座標に応じて前記タッチ・スライド・モードにおける個々のアクションの範囲値を
取得し、前記タッチ・スライド・モード中の前記アクションの平均範囲値を計算し、
　前記タッチ・クリック・モードにおける前記アクションの前記平均範囲値および前記タ
ッチ・スライド・モードにおける前記アクションの前記平均範囲値に応じて、前記タッチ
・クリック・モードと前記タッチ・スライド・モードとを区別する前記範囲閾値を設定す
ること、
　をさらに含む、請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　個々のタッチ・クリック・アクションのタッチ・プレス時点およびタッチ・アップリフ
ト時点を収集し、前記タッチ・プレス時点および前記タッチ・アップリフト時点に応じて
個々のタッチ・クリック・アクションのアクション時間を取得し、前記タッチ・クリック
・アクションの平均アクション時間を計算し、
　個々のタッチ・ロングプレス・アクションのタッチ・プレス時点およびタッチ・アップ
リフト時点を収集し、前記タッチ・プレス時点および前記タッチ・アップリフト時点に応
じて個々のタッチ・ロングプレス・アクションのアクション時間を取得し、前記タッチ・
ロングプレス・アクションの平均アクション時間を計算し、
　前記タッチ・クリック・アクションの前記平均アクション時間および前記タッチ・ロン
グプレス・アクションの前記平均アクション時間に応じて、前記タッチ・クリック・アク
ションと前記タッチ・ロングプレス・アクションとを区別する第１の時間閾値を設定する
こと、
　をさらに含む、請求項４に記載の方法。
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【請求項６】
　前記タッチ・クリック・アクションが前記タッチ・ダブルクリック・アクションである
場合、個々のタッチ・クリック・アクションの前記タッチ・プレス時点および前記タッチ
・アップリフト時点を収集することは、
　個々のタッチ・ダブルクリック・アクションの第１のタッチ・アップリフト時点および
第２のタッチ・プレス時点を収集し、前記第１のタッチ・アップリフト時点および前記第
２のタッチ・プレス時点に応じて、前記タッチ・ダブルクリック・アクション中の２回の
連続するクリック・アクションの間の時間間隔を取得し、平均時間間隔を計算し、
　前記平均時間間隔に応じて、前記タッチ・シングルクリック・アクションと前記タッチ
・ダブルクリック・アクションとを区別する前記第２の時間閾値を設定すること、
　を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　タッチアクションを受信するよう構成されている受信ユニットと、
　前記受信ユニットによって受信された前記タッチアクションのタッチ・プレス座標およ
びタッチ・アップリフト座標に応じて、前記タッチアクションのタッチ範囲値を取得する
よう構成されている第１の実行ユニットと、
　前記第１の実行ユニットによって取得された前記タッチアクションの前記タッチ範囲値
を、タッチ・クリック・モードとタッチ・スライド・モードとを区別する範囲閾値と比較
するよう構成され、前記範囲閾値が、タッチ・スライド・モードにおけるスライド・アク
ションの範囲値とタッチ・クリック・モードにおけるクリック・アクションの範囲値とに
基づいて、ユーザ操作習慣に応じて予め設定されている第１の比較ユニットと、
　前記比較に基づき、前記タッチ範囲値が前記範囲閾値より大きい場合、前記タッチアク
ションがタッチ・スライド・モードであると決定し、前記タッチ範囲値が前記範囲閾値以
下である場合、前記タッチアクションがタッチ・クリック・モードであると決定するよう
構成されている第１の結果ユニットと、
　を備える、ユーザタッチ操作モード適応装置。
【請求項８】
　前記受信ユニットによって受信された前記タッチアクションのタッチ・プレス時点およ
びタッチ・アップリフト時点に応じて、前記タッチアクションのアクション時間を取得す
るよう構成されている第２の実行ユニットと、
　前記第１の結果ユニットが前記タッチアクションはタッチ・クリック・モードであると
決定した場合、前記タッチアクションの前記アクション時間を、ユーザ操作習慣に応じて
設定される第１の時間閾値であって、タッチ・クリック・アクションとタッチ・ロングプ
レス・アクションとを区別する第１の時間閾値と比較するよう構成されている第２の比較
ユニットと、
　前記アクション時間が前記第１の時間閾値より大きい場合、前記タッチアクションはタ
ッチ・ロングプレス・アクションであると決定し、前記アクション時間が前記第１の時間
閾値以下である場合、前記タッチアクションはタッチ・クリック・アクションであると決
定するよう構成されている第２の結果ユニットと、
を備える、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記受信ユニットによって受信された前記タッチアクションのタッチ・プレス時点およ
び前記タッチアクション前のタッチ・クリック・アクションのタッチ・アップリフト時点
に応じて、前記タッチアクションと前記タッチアクション前の前記タッチ・クリック・ア
クションとの間の時間間隔を取得するよう構成されている第３の実行ユニットと、
　前記第２の結果ユニットが前記タッチアクションは前記タッチ・クリック・アクション
であると決定した場合、前記タッチアクションと前記タッチアクション前の前記タッチ・
クリック・アクションとの間の前記時間間隔を、ユーザ操作習慣に応じて設定される第２
の時間閾値であって、タッチ・シングルクリック・アクションとタッチ・ダブルクリック
・アクションとを区別する第２の時間閾値と比較するよう構成されている第３の比較ユニ
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ットと、
　前記時間間隔が前記第２の時間閾値より大きい場合、前記タッチアクションはタッチ・
シングルクリック・アクションであると決定し、前記時間間隔が前記第２の時間閾値以下
である場合、前記タッチアクションはタッチ・ダブルクリック・アクションであると決定
するよう構成されている第３の結果ユニットと、
をさらに備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記タッチ・クリック・モードにおける個々のアクションのタッチ・プレス座標および
タッチ・アップリフト座標を収集し、前記タッチ・プレス座標および前記タッチ・アップ
リフト座標に応じて前記タッチ・クリック・モードにおける個々のアクションの範囲値を
取得し、前記タッチ・クリック・モードにおける前記アクションの平均範囲値を計算する
よう構成されている第１の収集ユニットと、
　前記タッチ・スライド・モードにおける個々のアクションのタッチ・プレス座標および
タッチ・アップリフト座標を収集し、前記タッチ・プレス座標および前記タッチ・アップ
リフト座標に応じて前記タッチ・スライド・モードにおける個々のアクションの範囲値を
取得し、前記タッチ・スライド・モードにおける前記アクションの平均範囲値を計算する
よう構成されている第２の収集ユニットと、
　前記第１の収集ユニットによって取得された前記タッチ・クリック・モードにおける前
記アクションの前記平均範囲値および前記第２の収集ユニットによって取得された前記タ
ッチ・スライド・モードにおける前記アクションの前記平均範囲値に応じて、前記タッチ
・クリック・モードと前記タッチ・スライド・モードとを区別する前記範囲閾値を設定す
る第１の設定ユニットと、
　をさらに備える、請求項７から９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　個々のタッチ・クリック・アクションのタッチ・プレス時点およびタッチ・アップリフ
ト時点を収集し、前記タッチ・プレス時点および前記タッチ・アップリフト時点に応じて
個々のタッチ・クリック・アクションのアクション時間を取得し、前記タッチ・クリック
・アクションの平均アクション時間を計算するよう構成されている第３の収集ユニットと
、
　個々のタッチ・ロングプレス・アクションのタッチ・プレス時点およびタッチ・アップ
リフト時点を収集し、前記タッチ・プレス時点および前記タッチ・アップリフト時点に応
じて個々のタッチ・ロングプレス・アクションのアクション時間を取得し、前記タッチ・
ロングプレス・アクションの平均アクション時間を計算するよう構成されている第４の収
集ユニットと、
　前記第３の収集ユニットによって取得された前記タッチ・クリック・アクションの前記
平均アクション時間および前記第４の収集ユニットによって取得された前記タッチ・ロン
グプレス・アクションの前記平均アクション時間に応じて、前記タッチ・クリック・アク
ションと前記タッチ・ロングプレス・アクションとを区別する第１の時間閾値を設定する
よう構成されている第２の設定ユニットと、
　をさらに備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記タッチ・クリック・アクションが前記タッチ・ダブルクリック・アクションである
場合、前記第３の収集ユニットは、個々のタッチ・ダブルクリック・アクションの第１の
タッチ・アップリフト時点および第２のタッチ・プレス時点を収集し、前記第１のタッチ
・アップリフト時点および前記第２のタッチ・プレス時点に応じて、前記タッチ・ダブル
クリック・アクション中の２回の連続するクリック・アクションの間の時間間隔を取得し
、平均時間間隔を計算するようさらに構成され、
　前記装置は、前記第３の収集ユニットによって取得された前記平均時間間隔に応じて、
前記タッチ・シングルクリック・アクションと前記タッチ・ダブルクリック・アクション
とを区別する前記第２の時間閾値を設定するよう構成されている第３の設定ユニットをさ



(5) JP 5651776 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

らに備える、
　請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　請求項７から１２のいずれか１項に記載のユーザタッチ操作モード適応装置を備える、
タッチスクリーン端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチスクリーン端末の分野に関し、特に、ユーザタッチ操作モード適応方
法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在のところ、市場におけるタッチスクリーン端末は、たとえば、タッチ式携帯電話機
、タッチ式ＭＰ３、およびタッチ式ノートブックを含む。タッチスクリーン端末では、ユ
ーザタッチ操作モードは、タッチ・スライド・モードおよびタッチ・クリック・モードを
含み、タッチ・スライド・モードは、タッチスクリーン上でのユーザのタッチ・スライド
であり、タッチ・クリック・モードは、タッチスクリーン上でのユーザのタッチ・シング
ルクリックまたはタッチ・ダブルクリックである。ユーザのタッチアクションを受け取っ
た後、タッチスクリーン端末は、端末内に設定された固有の閾値に応じてタッチアクショ
ンのモードを決定する。たとえば、タッチスクリーン型携帯電話機の携帯電話機イベント
プロセッサでは、１５画素がタッチ・クリック・モードおよびタッチ・スライド・モード
を決定する閾値として広く使用される。タッチ・プレス・イベントが最初に受信され、次
にタッチ・スライド・イベントが受信され、続いて受信されたタッチ・アップリフト・イ
ベントとタッチ・プレス・イベントとの間の位置シフトが固定した１５画素範囲内にあり
、タッチ・スライド・イベントが同様に１５画素の範囲内である場合、ユーザタッチ操作
モードはタッチ・クリック・モードであると決定され、ユーザクリック操作が実行される
。対照的に、位置シフトが１５画素を上回る場合、ユーザタッチ操作モードはタッチ・ス
ライド・モードであると決定され、ユーザスライド操作が実行される。
【０００３】
　本発明の実施において、様々なユーザの習慣に起因してユーザタッチ操作モードの識別
において誤操作が起こりやすいことがわかっている。たとえば、一部のユーザはタッチペ
ンを使用することに慣れ、接触面積が小さいので、判断に使用される画素範囲が小さく、
ユーザの操作は閾値が３画素であれば正確に識別されることができる。一方で、一部のユ
ーザは、指で操作することに慣れ、接触面積が大きいので、判断に使用される画素範囲が
大きく、ユーザの操作は閾値が１５画素であれば正確に識別されることができる。場合に
よっては様々なユーザの指サイズもまた様々であり、一部のユーザの操作は、閾値が２０
画素であれば正確に識別されることができる。その結果、ユーザタッチ操作モードの識別
中に様々なユーザに同じ判定基準を使用することによって誤操作が起こりやすい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、様々なユーザの習慣に起因してユーザタッチ操作モードの識別誤
りの問題を解決するための、ユーザタッチ操作モード適応方法および装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の実施形態は、以下の技術的解決手法を採用する。
【０００６】
　タッチスクリーン端末に適用できるユーザタッチ操作モード適応方法は、タッチアクシ
ョンを受信し、タッチアクションのタッチ・プレス座標およびタッチ・アップリフト座標
に応じてタッチアクションのタッチ範囲値を取得し、
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　タッチアクションのタッチ範囲値をユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリッ
ク・モードとタッチ・スライド・モードを区別する範囲閾値と比較すること、
　を含み、タッチ範囲値が範囲閾値より大きい場合、タッチアクションは、タッチ・スラ
イド・モードであり、タッチ範囲値が範囲閾値以下である場合、タッチアクションは、タ
ッチ・クリック・モードである。
【０００７】
　ユーザタッチ操作モード適応装置は、
　タッチアクションを受信するよう構成されている受信ユニットと、
　受信ユニットによって受信されたタッチアクションのタッチ・プレス座標およびタッチ
・アップリフト座標に応じてタッチアクションのタッチ範囲値を取得するよう構成されて
いる第１の実行ユニットと、
　第１の実行ユニットによって取得されたタッチアクションのタッチ範囲値を、ユーザ操
作習慣に応じて設定された範囲閾値であって、タッチ・クリック・モードとタッチ・スラ
イド・モードを区別する範囲閾値と比較するよう構成されている第１の比較ユニットと、
　タッチ範囲値が範囲閾値より大きい場合、タッチアクションがタッチ・スライド・モー
ドであると決定し、タッチ範囲値が範囲閾値以下である場合、タッチアクションがタッチ
・クリック・モードであると決定するよう構成されている第１の結果ユニットと、
　を含む。
【０００８】
　タッチスクリーン端末は、ユーザタッチ操作モード適応装置を含む。
【０００９】
　本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応方法および装置では、タッチアク
ションのタッチ範囲値を、ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・モード
とタッチ・スライド・モードとを区別する範囲閾値と比較することにより、タッチアクシ
ョンがタッチ・スライド・モードであるか、またはタッチ・クリック・モードであるかを
決定することで、様々なユーザの習慣に起因してユーザタッチ操作モードの識別において
起こりやすい誤操作の問題を解決する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応方法のフローチャートであ
る。
【図２】図１において、ユーザ操作習慣に応じて、タッチ・クリック・モードとタッチ・
スライド・モードとを区別する範囲閾値を設定する方法を示した図である。
【図３】本発明の別の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応方法の第１のフローチ
ャートである。
【図４】本発明の別の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応方法の第２のフローチ
ャートである。
【図５】図３および図４において、ユーザ操作習慣に応じて、タッチ・クリック・アクシ
ョンとタッチ・ロングプレス・アクションとを区別する第１の時間閾値を設定する方法を
示した図である。
【図６】図４において、ユーザ操作習慣に応じて、タッチ・シングルクリック・アクショ
ンとタッチ・ダブルクリック・アクションとを区別する第２の時間閾値を設定する方法を
示した図である。
【図７】本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応装置の第１の概略構成図で
ある。
【図８】本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応装置の第２の概略構成図で
ある。
【図９】本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応装置の第３の概略構成図で
ある。
【図１０】本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応装置の第４の概略構成図
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である。
【図１１】本発明の実施形態によるタッチスクリーン端末の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の技術的解決手法が、本発明の添付図面を参照して以下に明瞭かつ完全に記載さ
れる。記載された実施形態は本発明の実施形態の全部ではなく、一部に過ぎないことは明
らかである。本発明の実施形態に基づいて創造的な努力を要することなく当業者によって
達成されるすべての他の実施形態は、当然に本発明の保護範囲に含まれるであろう。
【００１２】
　様々なユーザの習慣に起因してユーザタッチ操作モードの識別誤りの問題を解決するた
めに、本発明の実施形態は、ユーザタッチ操作モード適応方法および装置を提供する。
【００１３】
　図１に示されるように、本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応方法は、
以下のステップを含む。
【００１４】
　ステップ１０１：タッチアクションを受信し、タッチアクションのタッチ・プレス座標
およびタッチ・アップリフト座標に応じてタッチアクションのタッチ範囲値を取得する。
【００１５】
　ステップ１０２：タッチアクションのタッチ範囲値を、ユーザ操作習慣に応じて設定さ
れ、タッチ・クリック・モードとタッチ・スライド・モードを区別する範囲閾値と比較す
る。
【００１６】
　ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・モードとタッチ・スライド・モ
ードを区別する範囲閾値は、図２に示されるような方法により設定することで取得される
ことができ、この方法は、具体的には以下のステップを含む。
【００１７】
　ステップ２０１：タッチ・クリック・モードにおける個々のアクションのタッチ・プレ
ス座標およびタッチ・アップリフト座標を収集し、タッチ・プレス座標およびタッチ・ア
ップリフト座標に応じてタッチ・クリック・モードにおける個々のアクションの範囲値を
取得し、タッチ・クリック・モード中のアクションの平均範囲値を計算する。
【００１８】
　表１は、タッチ・クリック・モードにおけるアクションの平均範囲値を計算する具体的
な方式を示す。
【表１】

 
【００１９】
　表中、タッチ・クリック・モードにおけるアクションの平均範囲値の単位は、画素であ
る。
【００２０】
　ステップ２０２：タッチ・スライド・モードにおける個々のアクションのタッチ・プレ
ス座標およびタッチ・アップリフト座標を収集し、タッチ・プレス座標およびタッチ・ア
ップリフト座標に応じてタッチ・スライド・モードにおける個々のアクションの範囲値を
取得し、タッチ・スライド・モードにおけるアクションの平均範囲値を計算する。



(8) JP 5651776 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

【００２１】
　表２は、タッチ・クリック・モードにおけるアクションの平均範囲値を計算する具体的
な方式を示す。
【表２】

 
【００２２】
　表中、タッチ・スライド・モードにおけるアクションの平均範囲値の単位は、画素であ
る。
【００２３】
　ステップ２０３：タッチ・クリック・モードにおけるアクションの平均範囲値およびタ
ッチ・スライド・モードにおけるアクションの平均範囲値に応じて、タッチ・クリック・
モードとタッチ・スライド・モードとを区別する範囲閾値を設定する。
【００２４】
　本実施形態では、タッチ・クリック・モードとタッチ・スライド・モードとを区別する
範囲閾値は、タッチ・クリック範囲とタッチ・スライド範囲との平均を求めることにより
取得されてもよい。たとえば、閾値は、表１および表２における結果に応じて取得される
（８＋２７）／２＝１７．５画素であってもよい。
【００２５】
　個人ごとに、タッチ・クリック・モードにおけるタッチスクリーンとの接触範囲と、タ
ッチ・スライド・モードにおけるタッチスクリーンとの接触範囲との間の差は明らかであ
るため、明白な境界値がタッチ・クリック・モードとタッチ・スライド・モードとの間に
存在し、この値が、タッチ・クリック・モードとタッチ・スライド・モードとを区別する
範囲閾値として定義される。
【００２６】
　本実施形態では、収集を開始させる多数の条件が存在し、たとえば、ユーザがプリセッ
トボタンを押下することによって座標の収集を開始させるためのデータ収集命令が生成さ
れる。或いは、座標の収集を開始させるデータ収集命令は、タッチスクリーン端末内の加
入者識別モジュール（ＳＩＭ）がユーザの変更を検知したときに発生させられる。ユーザ
の変更は、ユーザ名またはユーザ識別子（ＩＤ）の変更を判断することにより取得される
ことができる。具体的には、タッチスクリーン式携帯電話機内のＳＩＭカードの変更は、
ＳＩＭによって検知できる。
【００２７】
　具体的には、収集命令を受信したとき、ソフトウェア・インターフェースがタッチスク
リーン上にポップアップさせられ、ソフトウェア・インターフェースは、ユーザに対して
タッチ・クリック・モードで様々なエリアでアクションを順次実行するように指示し、そ
して、ユーザに対して様々なエリアで、タッチ・スライド・モードでアクションを順次実
行するように指示する。
【００２８】
　ステップ１０３：タッチ範囲値が範囲閾値より大きい場合、タッチアクションはタッチ
・スライド・モードであり、タッチ範囲値が範囲閾値以下である場合、タッチアクション
はタッチ・クリック・モードである。
【００２９】
　本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応方法では、タッチアクションがタ
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ッチ・スライド・モードであるか、またはタッチ・クリック・モードであるかは、タッチ
アクションのタッチ範囲値を、ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・モ
ードとタッチ・スライド・モードを区別する範囲閾値と比較することにより決定されるの
で、様々なユーザの習慣に起因してユーザタッチ操作モードの識別において起こりやすい
誤操作の問題を解決する。
【００３０】
　本発明の実施形態による技術的解決手法を当業者に対してより明瞭にするために、ユー
ザタッチ操作モード適応方法を、具体的な実施形態を通じて詳細に説明する。
【００３１】
　図３に示されるように、本発明の別の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応方法
は、以下のステップを含む。
【００３２】
　ステップ３０１：タッチアクションを受信し、タッチアクションのタッチ・プレス座標
およびタッチ・アップリフト座標に応じてタッチアクションのタッチ範囲値を取得する。
【００３３】
　ステップ３０４：タッチアクションのタッチ範囲値を、ユーザ操作習慣に応じて設定さ
れ、タッチ・クリック・モードとタッチ・スライド・モードとを区別する範囲閾値と比較
する。ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・モードとタッチ・スライド
・モードを区別する範囲閾値は、図２に示されたような方法により設定することで取得さ
れることができ、ここでは繰り返し説明しない。
【００３４】
　ステップ３０５：タッチ範囲値が範囲閾値より大きい場合、タッチアクションはタッチ
・スライド・モードであり、タッチ範囲値が範囲閾値以下である場合、タッチアクション
はタッチ・クリック・モードである。
【００３５】
　加えて、タッチ・クリック・モードにおいてタッチ・クリック・アクションとタッチ・
ロングプレス・アクションとを区別するために、この方法は、以下のステップをさらに含
む。
【００３６】
　ステップ３０４の前に、以下のステップが実行される。
【００３７】
　ステップ３０２：タッチアクションを受信したとき、タッチアクションのタッチ・プレ
ス時点とタッチ・アップリフト時点とに応じてタッチアクションのアクション時間を取得
する。
【００３８】
　ステップ３０５の後に、以下のステップが実行される。
【００３９】
　ステップ３０６：タッチアクションがタッチ・クリック・モードである場合、タッチア
クションのアクション時間を、ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・ア
クションとタッチ・ロングプレス・アクションとを区別する第１の時間閾値と比較する。
【００４０】
　本実施形態では、ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・アクションと
タッチ・ロングプレス・アクションとを区別する第１の時間閾値は、図５に示されたよう
な方法により設定することで取得されることができ、この方法は、具体的には以下のステ
ップを含む。
【００４１】
　ステップ５０１：個々のタッチ・クリック・アクションのタッチ・プレス時点およびタ
ッチ・アップリフト時点を収集し、タッチ・プレス時点およびタッチ・アップリフト時点
に応じて個々のタッチ・クリック・アクションのアクション時間を取得し、タッチ・クリ
ック・アクションの平均アクション時間を計算する。
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【００４２】
　ステップ５０２：個々のタッチ・ロングプレス・アクションのタッチ・プレス時点およ
びタッチ・アップリフト時点を収集し、タッチ・プレス時点およびタッチ・アップリフト
時点に応じて個々のタッチ・ロングプレス・アクションのアクション時間を取得し、タッ
チ・ロングプレス・アクションの平均アクション時間を計算する。
【００４３】
　ステップ５０３：タッチ・クリック・アクションの平均アクション時間およびタッチ・
ロングプレス・アクションの平均アクション時間に応じてタッチ・クリック・アクション
とタッチ・ロングプレス・アクションとを区別する第１の時間閾値を設定する。
【００４４】
　ステップ３０７：アクション時間が第１の時間閾値より大きい場合、タッチアクション
はタッチ・ロングプレス・アクションであり、アクション時間が第１の時間閾値以下であ
る場合、タッチアクションはタッチ・クリック・アクションである。
【００４５】
　加えて、図４に示されるように、タッチ・クリック・アクションにおいてタッチ・シン
グルクリック・アクションとタッチ・ダブルクリック・アクションとを区別するために、
この方法は、以下のステップをさらに含む。
【００４６】
　ステップ３０４の前に、以下のステップが実行される。
【００４７】
　ステップ３０３：タッチアクションを受信したとき、タッチアクションのタッチ・プレ
ス時点およびタッチアクション前のタッチ・クリック・アクションのタッチ・アップリフ
ト時点に応じて、タッチアクションとタッチアクション前のタッチ・クリック・アクショ
ンとの間の時間間隔を取得する。
【００４８】
　ステップ３０７の後に、以下のステップが実行される。
【００４９】
　ステップ３０８：タッチアクションがタッチ・クリック・アクションである場合、タッ
チアクションとタッチアクション前のタッチ・クリック・アクションとの間の時間間隔を
、ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・シングルクリック・アクションとタッチ・
ダブルクリック・アクションとを区別する第２の時間閾値と比較する。
【００５０】
　本実施形態では、ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・シングルクリック・アク
ションをタッチ・ダブルクリック・アクションと区別する第２の時間閾値は、図６に示さ
れたような方法により設定することで取得されることができ、この方法は、具体的には以
下のステップを含む。
【００５１】
　ステップ６０１：個々のタッチ・ダブルクリック・アクションの第１のタッチ・アップ
リフト時点および第２のタッチ・プレス時点を収集し、第１のタッチ・アップリフト時点
および第２のタッチ・プレス時点に応じてタッチ・ダブルクリック・アクション中の２回
の連続するクリック・アクションの間の時間間隔を取得し、平均時間間隔を計算する。
【００５２】
　ステップ６０２：平均時間間隔に応じて、タッチ・シングルクリック・アクションとタ
ッチ・ダブルクリック・アクションとを区別する第２の時間閾値を設定する。
【００５３】
　ステップ３０９：時間間隔が第２の時間閾値より大きい場合、タッチアクションはタッ
チ・シングルクリック・アクションであり、時間間隔が第２の時間閾値以下である場合、
タッチアクションはタッチ・ダブルクリック・アクションである。
【００５４】
　本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応方法では、タッチアクションのタ
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ッチ範囲値を、ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・モードをタッチ・
スライド・モードと区別する範囲閾値と比較することにより、タッチアクションがタッチ
・スライド・モードであるか、またはタッチ・クリック・モードであるかを決定するので
、様々なユーザの習慣に起因してユーザタッチ操作モードの識別中に起こりやすい誤操作
の問題を解決する。
【００５５】
　図７に示されるように、本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応装置は、
受信ユニット７０１と、第１の実行ユニット７０２と、第１の比較ユニット７０３と、第
１の結果ユニット７０４とを含む。
【００５６】
　受信ユニット７０１は、タッチアクションを受信するよう構成されている。具体的な実
施方法は、図１に示されたステップ１０１の説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しな
い。
【００５７】
　第１の実行ユニット７０２は、受信ユニットによって受信されたタッチアクションのタ
ッチ・プレス座標およびタッチ・アップリフト座標に応じてタッチアクションのタッチ範
囲値を取得するよう構成されている。具体的な実施方法は、図１に示されたステップ１０
１の説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００５８】
　第１の比較ユニット７０３は、第１の実行ユニットによって取得されたタッチアクショ
ンのタッチ範囲値をユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・モードとタッ
チ・スライド・モードとを区別する範囲閾値と比較するよう構成されている。具体的な実
施方法は、図１に示されたステップ１０２の説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しな
い。
【００５９】
　第１の結果ユニット７０４は、タッチ範囲値が範囲閾値より大きい場合にタッチアクシ
ョンがタッチ・スライド・モードであると決定し、タッチ範囲値が範囲閾値以下である場
合にタッチアクションがタッチ・クリック・モードであると決定するよう構成されている
。具体的な実施方法は、図１に示されたステップ１０３の説明を参照でき、ここでは繰り
返し説明しない。
【００６０】
　加えて、タッチ・クリック・モードにおいてタッチ・クリック・アクションとタッチ・
ロングプレス・アクションとを区別するために、この装置は図８に示されるように、第２
の実行ユニット７０５と、第２の比較ユニット７０６と、第２の結果ユニット７０７とを
さらに含む。
【００６１】
　第２の実行ユニット７０５は、受信ユニットによって受信されたタッチアクションのタ
ッチ・プレス時点およびタッチ・アップリフト時点に応じてタッチアクションのアクショ
ン時間を取得するよう構成されている。具体的な実施方法は、図３に示されたステップ３
０２の説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００６２】
　第２の比較ユニット７０６は、第１の結果ユニットがタッチアクションはタッチ・クリ
ック・モードであると決定した場合に、タッチアクションのアクション時間を、ユーザ操
作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・アクションとタッチ・ロングプレス・アク
ションとを区別する第１の時間閾値と比較するよう構成されている。具体的な実施方法は
、図３に示されたステップ３０６の説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００６３】
　第２の結果ユニット７０７は、アクション時間が第１の時間閾値より大きい場合にタッ
チアクションがタッチ・ロングプレス・アクションであると決定し、アクション時間が第
１の時間閾値以下である場合にタッチアクションがタッチ・クリック・アクションである
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と決定するよう構成されている。具体的な実施方法は、図３に示されたステップ３０７の
説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００６４】
　加えて、タッチ・クリック・アクションにおいてタッチ・シングルクリック・アクショ
ンとタッチ・ダブルクリック・アクションとを区別するために、この装置は図９に示され
るように、第３の実行ユニット７０８と、第３の比較ユニット７０９と、第３の結果ユニ
ット７１０とをさらに含む。
【００６５】
　第３の実行ユニット７０８は、受信ユニットによって受信されたタッチアクションのタ
ッチ・プレス時点およびタッチアクション前のタッチ・クリック・アクションのタッチ・
アップリフト時点に応じて、タッチアクションとタッチアクション前のタッチ・クリック
・アクションとの間の時間間隔を取得するよう構成されている。具体的な実施方法は、図
４に示されたステップ３０３の説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００６６】
　第３の比較ユニット７０９は、第２の結果ユニットがタッチアクションはタッチ・クリ
ック・アクションであると決定した場合、タッチアクションとタッチアクション前のタッ
チ・クリック・アクションとの間の時間間隔を、ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッ
チ・シングルクリック・アクションとタッチ・ダブルクリック・アクションとを区別する
第２の時間閾値と比較するよう構成されている。具体的な実施方法は、図４に示されたス
テップ３０８の説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００６７】
　第３の結果ユニット７１０は、時間間隔が第２の時間閾値より大きい場合に、タッチア
クションがタッチ・シングルクリック・アクションであると決定し、時間間隔が第２の時
間閾値以下である場合に、タッチアクションがタッチ・ダブルクリック・アクションであ
ると決定するよう構成されている。具体的な実施方法は、図４に示されたステップ３０９
の説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００６８】
　加えて、この装置は図１０に示されるように、第１の収集ユニット１００１と、第２の
収集ユニット１００２と、第１の設定ユニット１００３と、第３の収集ユニット１００４
と、第４の収集ユニット１００５と、第２の設定ユニット１００６とをさらに含む。
【００６９】
　第１の収集ユニット１００１は、タッチ・クリック・モードにおける個々のアクション
のタッチ・プレス座標およびタッチ・アップリフト座標を収集し、タッチ・プレス座標お
よびタッチ・アップリフト座標に応じてタッチ・クリック・モードにおける個々のアクシ
ョンの範囲値を取得し、タッチ・クリック・モードにおけるアクションの平均範囲値を計
算するよう構成されている。具体的な実施方法は、図２に示されたステップ２０１の説明
を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００７０】
　第２の収集ユニット１００２は、タッチ・スライド・モードにおける個々のアクション
のタッチ・プレス座標およびタッチ・アップリフト座標を収集し、タッチ・プレス座標お
よびタッチ・アップリフト座標に応じてタッチ・スライド・モードにおける個々のアクシ
ョンの範囲値を取得し、タッチ・スライド・モードにおけるアクションの平均範囲値を計
算するよう構成されている。具体的な実施方法は、図２に示されたステップ２０２の説明
を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００７１】
　第１の設定ユニット１００３は、第１の収集ユニットによって取得されたタッチ・クリ
ック・モードにおけるアクションの平均範囲値および第２の収集ユニットによって取得さ
れたタッチ・スライド・モードにおけるアクションの平均範囲値に応じて、タッチ・クリ
ック・モードとタッチ・スライド・モードとを区別する範囲閾値を設定するよう構成され
ている。具体的な実施方法は、図２に示されたステップ２０３の説明を参照でき、ここで
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は繰り返し説明しない。
【００７２】
　第３の収集ユニット１００４は、個々のタッチ・クリック・アクションのタッチ・プレ
ス時点およびタッチ・アップリフト時点を収集し、タッチ・プレス時点およびタッチ・ア
ップリフト時点に応じて個々のタッチ・クリック・アクションのアクション時間を取得し
、タッチ・クリック・アクションの平均アクション時間を計算するよう構成されている。
具体的な実施方法は、図５に示されたステップ５０１の説明を参照でき、ここでは繰り返
し説明しない。
【００７３】
　第４の収集ユニット１００５は、個々のタッチ・ロングプレス・アクションのタッチ・
プレス時点およびタッチ・アップリフト時点を収集し、タッチ・プレス時点およびタッチ
・アップリフト時点に応じて個々のタッチ・ロングプレス・アクションのアクション時間
を取得し、タッチ・ロングプレス・アクションの平均アクション時間を計算するよう構成
されている。具体的な実施方法は、図５に示されたステップ５０２の説明を参照してもよ
く、ここでは繰り返し説明しない。
【００７４】
　第２の設定ユニット１００６は、第３の収集ユニットによって取得されたタッチ・クリ
ック・アクションの平均アクション時間および第４の収集ユニットによって取得されたタ
ッチ・ロングプレス・アクションの平均アクション時間に応じて、タッチ・クリック・ア
クションとタッチ・ロングプレス・アクションとを区別する第１の時間閾値を設定するた
めに構成されている。具体的な実施方法は、図５に示されたステップ５０３の説明を参照
でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００７５】
　加えて、第３の収集ユニット１００４は、個々のタッチ・ダブルクリック・アクション
の第１のタッチ・アップリフト時点および第２のタッチ・プレス時点を収集し、第１のタ
ッチ・アップリフト時点および第２のタッチ・プレス時点に応じて、タッチ・ダブルクリ
ック・アクションにおける２回の連続するクリック・アクションの間の時間間隔を取得し
、平均時間間隔を計算するようさらに構成されている。具体的な実施方法は、図６に示さ
れたステップ６０１の説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００７６】
　この装置は、第３の設定ユニット１００７をさらに含む。
【００７７】
　第３の設定ユニット１００７は、第３の収集ユニットによって取得された平均時間間隔
に応じて、タッチ・シングルクリック・アクションとタッチ・ダブルクリック・アクショ
ンとを区別する第２の時間閾値を設定するよう構成されている。具体的な実施方法は、図
６に示されたステップ６０２の説明を参照でき、ここでは繰り返し説明しない。
【００７８】
　本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応装置によれば、タッチアクション
のタッチ範囲値を、ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・モードをタッ
チ・スライド・モードと区別する範囲閾値と比較することにより、タッチアクションがタ
ッチ・スライド・モードであるか、またはタッチ・クリック・モードであるかを決定する
ので、様々なユーザの習慣に起因してユーザタッチ操作モードの識別誤りの問題を解決す
る。
【００７９】
　図１１に示されるように、本発明の実施形態によるタッチスクリーン端末は、主として
、中央処理ユニット（ＣＰＵ）と、無線周波数（ＲＦ）ユニットと、ベースバンド回路と
を含む。ＲＦユニットおよびベースバンド回路は、ＣＰＵに連結されている。加えて、Ｃ
ＰＵに接続されているＳＩＭカードと、記憶装置（たとえば、ＦＬＡＳＨおよびＲＡＭ）
と、ショート・メッセージ・モジュールと、タッチ・ディスプレイ・スクリーンとがさら
に含まれる。図７から図１０に示されたようなユーザタッチ操作モード適応装置は、ＣＰ
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【００８０】
　本発明の実施形態によるタッチスクリーン端末によれば、タッチアクションのタッチ範
囲値を、ユーザ操作習慣に応じて設定され、タッチ・クリック・モードとタッチ・スライ
ド・モードとを識別する範囲閾値と比較することにより、タッチアクションがタッチ・ス
ライド・モードであるか、またはタッチ・クリック・モードであるかを決定するので、様
々なユーザの習慣に起因してユーザタッチ操作モードの識別誤りの問題を解決する。
【００８１】
　本発明の実施形態によるユーザタッチ操作モード適応方法および装置は、タッチスクリ
ーン端末に適用できる。
【００８２】
　当業者は、本発明の実施形態による方法のステップの全部または一部が関連するハード
ウェアに指令するプログラムによって実施されてもよいことを理解するであろう。プログ
ラムは、ＲＯＭ／ＲＡＭ、磁気ディスク、または、光ディスクのようなコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体に保存されてもよい。
【００８３】
　上記説明は、本発明の保護範囲を限定することが意図するものではなく、本発明の具体
的な実施形態に過ぎない。本発明の技術的範囲において当業者によって容易に行われる変
形、等価な置換、または改良は、いずれも添付の特許請求の範囲によって規定されたよう
な発明の保護範囲に当然に含まれるものである。
 

【図１】
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【図３】
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