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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型電子機器であって、
　表示画面が設けられた前面と、
　前記表示画面の右側又は左側に設けられている、ユーザが保持可能な保持部と、
　前記保持部に設けられ、前記前面に位置する、半径方向に移動可能なアナログスティッ
クと、
　前記電子機器の背面に設けられ、前記表示画面の反対側に位置し、前記アナログスティ
ックの反対側の位置に対して上側にオフセットしている背面タッチパネルと、
　前記電子機器の背面に設けられ、前記背面タッチパネルの右側又は左側であって前記ア
ナログスティックの反対側の位置に配置され、その周りの部分に対して凹んでいるガイド
と、を備える
　ことを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯型電子機器において、
　前記ガイドの表面は、前記背面タッチパネルが設けられた領域の表面とは異なる形態を
有している、
　ことを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項３】
　請求項１に記載の携帯型電子機器において、
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　前記電子機器の前記背面は、前記ガイドの最も深い位置と、前記ガイドの背面タッチパ
ネル側の縁との間に、斜面を有している、
　ことを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項４】
　請求項１に記載の携帯型電子機器において、
　前記ガイドの表面を形成する材料は、前記背面タッチパネルが設けられた領域の表面を
形成する材料とは異なる、
　ことを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項５】
　請求項１に記載の携帯型電子機器において、
　前記背面タッチパネルの幅は前記表示画面の幅よりも小さい、
　ことを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項６】
　請求項５に記載の携帯型電子機器において、
　前記背面タッチパネルは前記電子機器の上下方向の中心に対して上側にオフセットして
いる、
　ことを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項７】
　請求項１に記載の携帯型電子機器において、
　前記電子機器の背面は、その外周部に、前記前面に向かって湾曲した湾曲面を有してい
る、
　ことを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項８】
　請求項１に記載の携帯型電子機器において、
　前記背面タッチパネルが設けられた領域の下側には、前記背面タッチパネルが設けられ
た領域の表面から続く平らな面が形成されている、
　ことを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項９】
　請求項１に記載の携帯型電子機器において、
　前記保持部の縁は、前記電子機器の正面視において半円形状に湾曲している、
　ことを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項１０】
　請求項１に記載の携帯型電子機器において、
　前記背面タッチパネルの最表面にはカバーパネルが配置され、
　前記カバーパネルの外周縁の内側にガイドが形成されている、
　ことを特徴とする携帯型電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型電子機器に関し、特に、その操作性を向上するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、ユーザが右側部分と左側部分とを保持しながら操作可能な携帯型
の電子機器（具体的には、ゲーム装置）が開示されている。この種の電子機器では、前面
に設けられた表示画面の左右に、操作ボタンや操作スティックなどの操作部材が配置され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０２０２９５６号明細書
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、アプリケーションソフトウェアの進化にともなって、電子機器を使って行おうと
することが多様化してきている。それに伴って、電子機器の操作入力の仕方にも多様化が
求められており、例えば、タッチパネルを備える携帯型の電子機器が利用されてきている
。
【０００５】
　本発明の目的は、ユーザがボタンなどの操作部材を操作できるよう電子機器の右側部分
又は左側部分を保持しながら、電子機器のタッチパネルをも円滑に操作することが可能な
携帯型の電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係る携帯型電子機器は、表示画面が設けられた前
面と、当該電子機器の右側部分又は左側部分を構成し、ユーザが保持可能な保持部と、前
記保持部に設けられ、前記前面に位置する操作部材と、前記前面とは反対側の面である前
記電子機器の背面に設けられる背面タッチパネルと、を備える。前記背面タッチパネルは
、前記操作部材とは反対側の位置よりも少なくとも上側の領域に、設けられている。
【０００７】
　本発明によれば、ユーザが操作部材を操作できるよう電子機器の保持部を保持しながら
、当該ユーザが電子機器の背面に配置した指で背面タッチパネルを円滑に操作できる。
【０００８】
　また、本発明の一態様では、前記背面タッチパネルは前記操作部材に対して上側にオフ
セットしてもよい。この態様によれば、背面に配置した指を電子機器の下側に伸ばすこと
を要しないので、電子機器の保持安定性を向上できる。
【０００９】
　本発明のさらに他の態様では、前記操作部材は、前記操作部材を中心とする半径方向に
移動可能なアナログスティックでもよい。ゲーム装置などの電子機器においては、アナロ
グスティックによる方向の指示入力の容易性から、ユーザは、保持部を保持している際、
アナログスティック上に指を置いておくことが多い。そのため、アナログスティックとは
反対側の位置よりも少なくとも上側の領域に背面タッチパネルを設けることにより、ユー
ザは、より多くの使用場面で背面タッチパネルを円滑に操作できるようになる。
【００１０】
　本発明のさらに他の態様では、前記電子機器の前記背面は、前記背面タッチパネルが設
けられた前記領域をユーザに案内するガイドを有してもよい。この態様によれば、ユーザ
の指が誤って背面タッチパネルに触れることを防止できる。ここで、ガイドは電子機器の
背面を形成する部材（例えば電子機器の背面を形成するハウジングやカバー）自体に形成
されてもよいし、電子機器の背面を形成する部材とは別の部材がガイドとして設けられて
もよい。この態様においては、前記ガイドと前記背面タッチパネルが設けられた前記領域
との間には、隙間が設けられてもよい。こうすることで、ユーザの指が誤って背面タッチ
パネルに触れることをさらに確実に防止できる。さらにこの態様においては、前記ガイド
の表面は、前記背面タッチパネルが設けられた前記領域の表面とは異なる形態を有しても
よい。こうすることで、ユーザの指が誤って背面タッチパネルに触れることをさらに確実
に防止できる。この場合、前記電子機器の前記背面は前記ガイドにおいて凹んでもよい。
こうすることで、ユーザが背面タッチパネルの使用を意図しない場合には、指を凹部に配
置することで、指が誤って背面タッチパネルに触れることを防止できる。また、ユーザが
背面タッチパネルを使用しようとするときには、指を伸ばすことで背面タッチパネルに触
れることができる。前記電子機器の前記背面は、前記ガイドの最も深い位置と、前記ガイ
ドの背面タッチパネル側の縁との間に、斜面を有してもよい。こうすることで、背面タッ
チパネルを使用するための指を伸ばす動きが、さらに容易になる。また、この態様におい
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ては、前記ガイドの表面を形成する材料は、前記背面タッチパネルが設けられた前記領域
の表面を形成する材料とは異なってもよい。こうすることで、こうすることで、ユーザの
指が誤って背面タッチパネルに触れることをさらに確実に防止できる。
【００１１】
　本発明のさらに他の態様においては、前記背面タッチパネルの幅は前記表示画面の幅よ
りも小さくてもよい。この態様によれば、表示画面のサイズを十分に確保しながら、表示
画面と背面タッチパネルの双方からの距離を確保することが必要な部品（例えば、アンテ
ナ）のレイアウトが容易になる。
【００１２】
　本発明のさらに他の態様においては、前記背面タッチパネルは前記電子機器の上下方向
の中心に対して上側にオフセットしてもよい。この態様によれば、電子機器が内蔵する部
品のレイアウトが容易になる。
【００１３】
　本発明のさらに他の態様においては、前記電子機器の前記背面は、その外周部に、前記
前面に向かって湾曲した湾曲面を有してもよい。この態様によれば、電子機器の背面に指
を配置し易くなる。
【００１４】
　本発明のさらに他の態様においては、前記背面タッチパネルが設けられた前記領域の下
側には、前記背面タッチパネルが設けられた前記領域の表面から続く平らな面が形成され
てもよい。この態様よれば、背面タッチパネル上で指を上下方向に大きく動かしやすくな
る。
【００１５】
　本発明のさらに他の態様においては、前記保持部の縁は、前記電子機器の正面視におい
て半円形状に湾曲してもよい。この態様によれば、ユーザは保持部を保持しながら電子機
器の背面で指を動かしやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯型電子機器の斜視図であり、同図は当該電子機器の
正面を斜めから臨んだ様子を示している。
【図２】上記電子機器の正面図である。
【図３】上記電子機器の斜視図であり、同図は電子機器の背面を斜めから臨んだ様子を示
している。
【図４】上記電子機器の背面図である。
【図５】上記電子機器の底面図である。
【図６】上記電子機器の上面図である。
【図７】上記電子機器の右側面図である。
【図８】上記電子機器の左側面図である。
【図９】ユーザによる上記電子機器の保持の一形態を示す図である。同図はユーザによっ
て保持された上記電子機器の正面を示している。
【図１０】ユーザによる上記電子機器の保持の一形態を示す図である。同図はユーザによ
って保持された上記電子機器の背面を示している。
【図１１】上記電子機器が有するガイドを示す断面図であり、図４のＸＩ－ＸＩ線で示さ
れる面をその切断面としている。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。図１は本発明の実施
形態の例である携帯型電子機器１の斜視図であり、同図は電子機器１の正面を斜めから臨
んだ様子を示している。図２は電子機器１の正面図である。図３は電子機器１の斜視図で
あり、同図は電子機器１の背面を斜めから臨んだ様子を示している。図４は電子機器１の
背面図である。図５は電子機器１の底面図である。図６は電子機器１の上面図である。図
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７は電子機器１の右側面図であり、図８は電子機器１の左側面図である。図９及び図１０
は、ユーザによる電子機器１の保持の一形態を示す図である。図９はユーザによって保持
された電子機器１の正面を示し、図１０はユーザによって保持された電子機器１の背面を
示している。
【００１８】
　以下の説明においては、これらの図のＸ１－Ｘ２で示す方向が左右方向であり、Ｙ１－
Ｙ２で示す方向が上下方向である。また、電子機器１の下側とは、ユーザによって電子機
器１が保持されたときのユーザ側を意味し、電子機器１の上側とは、それとは反対側を意
味している。
【００１９】
　電子機器１は、例えばゲーム装置や個人情報端末（ＰＤＡ）などであり、音声再生機能
や、動画再生機能、無線或いは有線の通信機能を備えている。図１及び図２に示すように
、電子機器１は、その前面に略矩形の表示画面２を有している。表示画面２は電子機器１
の前面の概ね中央部に配置されている。電子機器１は、表示画面２の右側及び左側に、ユ
ーザが手で保持可能な保持部１Ｒ，１Ｌを有している。電子機器１の使用の一形態では、
ユーザは親指と中指等とで保持部１Ｒ，１Ｌを挟み、当該電子機器１を保持する（図９及
び図１０参照）。
【００２０】
　電子機器１は左右方向に細長い略箱状に形成されている。この例の電子機器１の左右の
縁（すなわち、保持部１Ｒ，１Ｌの縁）は、図２に示すように、電子機器１の正面視にお
いて略半円状を呈し、電子機器１は湾曲した右側面１１Ｒと左側面１１Ｌとを有している
。すなわち、電子機器１は、その正面視において、左右方向に細長い略円形である。
【００２１】
　図９及び１０に示すように、多くの場合、ユーザは人差し指を電子機器１の右側面（後
述する前側ハウジング１１の右側面）１１Ｒ及び左側面（前側ハウジング１１の左側面）
１１Ｌに沿うように配置する。後述するように、電子機器１の背面には背面タッチパネル
２１が設けられている（図４参照）。電子機器１の右側面１１Ｒと左側面１１Ｌが湾曲し
ているため、側面１１Ｒ，１１Ｌに沿って配置する指は緩やかに曲げられる。その結果、
右側面１１Ｒと左側面１１Ｌが上下方向に伸びる平面である形態に比べて、ユーザは、保
持部１Ｒ，１Ｌを保持しながら、背面に配置した指（例えば中指）で背面タッチパネル２
１を操作することが容易となる。すなわち、背面タッチパネル２１から指を右側又は左側
に退避させる動きと、指を伸ばして背面タッチパネル２１に触れる動きとが容易になる。
【００２２】
　表示画面２は、表示装置と、表示装置上に配置されるタッチパネル（板状の位置入力装
置）とを含んでいる。表示装置は、例えば、液晶表示装置や、プラズマ表示装置、有機Ｅ
Ｌ表示装置、電界放出表示装置などである。タッチパネルは、例えば静電容量式のタッチ
パネルである。この例では、タッチパネルの最表面には、電子機器１の前面の概ね全域を
覆う前側カバーパネル１０が配置されている。前側カバーパネル１０における表示画面２
の領域と、その周りの領域は面一となっている（すなわち、それらの領域の境に段差は形
成されていない）。電子機器１の使用時には、表示画面２には、ゲーム画像や、動画像、
静止画像（例えば、写真や、絵柄、ユーザが選択可能な項目のリストを表示するメニュー
画面）などが表示される。ユーザは、表示画面２に指で触れて、所望の項目を選択したり
、ゲーム画像に描かれたオブジェクトを動かしたりできる。なお、タッチパネルは静電容
量式に限られない。例えば、タッチパネルは抵抗膜式でもよい。
【００２３】
　電子機器１は、ＣＰＵ（ＣｅｎｔｒａＬ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等が実装
された回路基板（不図示）やバッテリ（不図示）などを収容する箱状のハウジングを有し
ている。図７に示すように、この例のハウジングは前側ハウジング１１と、後側ハウジン
グ１２とを有している。前側ハウジング１１は背面が開いた箱状である。後側ハウジング
１２は前面が開いた箱状である。前側ハウジング１１は後側ハウジング１２の前側を覆う
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ように配置され、当該後側ハウジング１２に取り付けられる。この例では、前側ハウジン
グ１１と後側ハウジング１２は、それらの外周部に配置された複数の螺子１７によって互
いに固定されている（図４参照）。前側ハウジング１１と後側ハウジング１２との内側に
、上述の回路基板等が配置される。ハウジング１１，１２は、例えば樹脂によって形成さ
れる。
【００２４】
　図２に示すように、電子機器１の前面を形成する上述した前面カバーパネル１０は、正
面視における電子機器１の外形と概ね同じ外形を有している。前面カバーパネル１０は前
側ハウジング１１の前面に貼り付けられている。前側ハウジング１１には表示画面２に対
応した開口が形成されており、表示画面２を構成する表示装置等は前側ハウジング１１の
開口の内側に配置されている。
【００２５】
　図１及び図２に示すように、電子機器１は、保持部１Ｒ，１Ｌに、電子機器１の前面か
ら突出し、ユーザが操作可能な複数の操作部材を有している。この例の電子機器１は、請
求項における操作部材として、右の保持部１Ｒに設けられる操作スティック３Ｒと、左の
保持部１Ｌに設けられる操作スティック３Ｌとを有している。操作スティック３Ｒ，３Ｌ
は電子機器１の前面に設けられている。操作スティック３Ｒ，３Ｌは、電子機器１の前面
（より具体的には前面カバーパネル１０の表面）から突出している（図７及び図８参照）
。操作スティック３Ｒ，３Ｌの頭部は円盤状に形成され、操作スティック３Ｒ，３Ｌはそ
の頭部から電子機器１の内部に向かって伸びる棒状の部分（軸部）を有している。操作ス
ティック３Ｒ，３Ｌの軸部は、電子機器１の前面から前方に突出するように配置されてい
る。操作スティック３Ｒ，３Ｌは、その軸部を中心とする半径方向に傾けることができる
。換言すると、操作スティック３Ｒ，３Ｌは、軸部を中心とする周方向における全ての位
置に向けて傾けることができる。また、他の使用態様では、操作スティック３Ｒ，３Ｌは
、傾けた状態で、軸部を中心とする周方向に回転させることができる。操作スティック３
Ｒ，３Ｌはアナログスティックであり、傾けた方向及び角度に応じた信号を出力する。な
お、操作スティック３Ｒ，３Ｌの動きはこれに限られない。例えば、操作スティック３Ｒ
，３Ｌは半径方向にスライド可能に支持されてもよい。
【００２６】
　図２に示すように、右の保持部１Ｒには、ボタン群４Ｒがさらに設けられている。ボタ
ン群４Ｒは電子機器１の前面に位置している。ボタン群４Ｒは複数（具体的には４つ）の
ボタン４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄを含んでいる。ボタン４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄは十字（ｃ
ｒｏｓｓ）の端部にそれぞれ位置している。ボタン４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄは、電子機器
１の前面から突出している（図７参照）。左の保持部１Ｌには、十字キー４Ｌがさらに設
けられている。十字キー４Ｌは、全体として十字形に形成される複数（具体的には４つ）
の凸部を有している。十字キー４Ｌも電子機器１の前面に位置している。十字キー４Ｌを
形成する凸部は、電子機器１の前面から突出している（図８参照）。前面カバーパネル１
０の右部及び左部には開口１０Ｒ，１０Ｌが形成されている。開口１０Ｒは、その内縁が
、操作スティック３Ｒとボタン群４Ｒとが設けられた領域を囲むように形成されている。
同様に、開口１０Ｌは、その内縁が、操作スティック３Ｌと十字キー４Ｌとが設けられた
領域を囲むように形成されている。
【００２７】
　図２に示すように、ボタン群４Ｒと十字キー４Ｌは、操作スティック３Ｒ，３Ｌの上側
にそれぞれ位置している。また、ボタン群４Ｒと十字キー４Ｌは操作スティック３Ｒ，３
Ｌよりも左右方向における外方に位置している。すなわち、ボタン群４Ｒの中心は、右の
操作スティック３Ｒよりも右方向に位置している。十字キー４Ｌの中心は、左の操作ステ
ィック３Ｌよりも左方向に位置している。
【００２８】
　図９に示すように、ユーザは、多くの場合、親指を操作スティック３Ｒ，３Ｌ上に配置
し、中指等を電子機器１の背面（保持部１Ｒ，１Ｌの背面）に配置し、保持部１Ｒ，１Ｌ
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を保持する。電子機器１を使用する際、ユーザは、必要に応じて、親指をボタン群４Ｒ又
は十字キー４Ｌに向けて斜めに移動させる。上述したようにボタン群４Ｒと十字キー４Ｌ
が操作スティック３Ｒ，３Ｌに対して斜め方向に位置しているので、ユーザはボタン群４
Ｒと十字キー４Ｌとに向けて親指を容易に移動させることができる。
【００２９】
　図２に示すように、操作スティック３Ｒ，３Ｌ、ボタン群４Ｒ、及び十字キー４Ｌの位
置は、全体的に、電子機器１の前面の上側にオフセットしている。すなわち、操作スティ
ック３Ｒ，３Ｌの中心から電子機器１の前面の下縁までの距離は、ボタン群４Ｒの中心或
いは十字キー４Ｌの中心から、電子機器１の前面の上縁までの距離よりも大きい。そのた
め、操作スティック３Ｒ，３Ｌ、ボタン群４Ｒ、及び十字キー４Ｌが下側にオフセットし
ている場合に比べて、電子機器１の重心がユーザ側に位置することとなり、ユーザが電子
機器１を安定的に保持できる。
【００３０】
　図１又は図２に示すように、電子機器１の前面には、複数（この例では３つ）のボタン
６ａ，６ｂ，６ｃがさらに設けられている。ボタン６ａ，６ｂ，６ｃは、電子機器１が提
供するアプリケーションの実行中（例えば、ゲームのプレイ中）の使用頻度が、上述の操
作スティック３Ｒ，３Ｌや、ボタン群４Ｒ、十字キー４Ｌに比して少ないボタンである。
ボタン６ａは、例えば、表示画面２に表示される画像を初期画面に戻す際に利用されるホ
ームボタンである。ボタン６ｂ，６ｃは、例えば、表示画面２に表示される項目の選択に
使用されるセレクトボタンや、アプリケーションの実行開始を指示するスタートボタンな
どである。ボタン６ａ，６ｂ，６ｃのうちいずれか１つ又は複数には、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈ
ｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）などの発光素子が内蔵されてもよい。発光素子は、
電子機器１の状態（例えば、電源のオン／オフや無線通信機能を介したデータの受信など
）をユーザに報知するために使用されてもよい。
【００３１】
　図２に示すように、ボタン６ａ，６ｂ，６ｃは、操作スティック３Ｒ，３Ｌの下側に配
置されている。詳細には、ボタン６ａは操作スティック３Ｌの下側に配置されている。ボ
タン６ｂ，６ｃは、操作スティック３Ｒの下側に配置され、左右に並んでいる。ボタン６
ａ，６ｂ，６ｃは、その表面の位置が操作スティック３Ｒ，３Ｌの表面（上端）よりも低
くなるように配置されている。そのため、ユーザが操作スティック３Ｒ，３Ｌを操作する
際にユーザの指がボタン６ａ，６ｂ，６ｃにあたることを、抑えることができる。この例
では、ボタン６ａ，６ｂ，６ｃの表面は電子機器１の前面（前側カバーパネル１０の表面
）と面一となっている。
【００３２】
　図２に示すように、電子機器１の前面に設けられた全てのボタンは、表示画面２の上側
の領域及び下側の領域を避けて配置されている。この例では、上述した操作スティック３
Ｒ，３Ｌ、ボタン群４Ｒ及び十字キー４Ｌは、表示画面２の右側又は左側に配置されてい
る。また、左のボタン６ａは表示画面２から左方向に離れて配置されている。ボタン６ｂ
，６ｃは表示画面２の右縁から右方向に離れて配置されている。これにより、ユーザが、
表示画面２上で指を上下方向に動かす際（例えば画像をスクロールする際）に、前面に設
けられたボタンに誤って触れることを、抑えることができる。
【００３３】
　図２に示すように、表示画面２が設けられた領域の上側には、当該表示画面２の領域の
表面から続く平らな面（すなわち凹凸の無い面、以下において上側平面）１０ａが形成さ
れている。表示画面２が設けられた領域の下側には、表示画面２の領域の表面から続く平
らな面（すなわち凹凸の無い面、以下において下側平面）１０ｂが形成されている。これ
により、ユーザが表示画面２上で指を円滑に上下方向に動かすことができる。上側平面１
０ａ及び下側平面１０ｂは、それぞれ、電子機器１の前面の上縁及び下縁にまで広がって
いる。また、上側平面１０ａ及び下側平面１０ｂは、表示画面２の左右方向の幅よりも大
きな幅を有している。
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【００３４】
　図７及び図８に示すように、上側平面１０ａは、その最上部に斜面１０ｃを有している
。斜面１０ｃは上方に向かって電子機器１の上面１１ａの縁に近づくよう傾斜し、斜面１
０ｃの上縁は電子機器１の上面１１ａの縁と面一となっている。同様に、下側平面１０ｂ
は、その最下部に、斜面１０ｄを有している。斜面１０ｄは下方に向かって電子機器１の
下面１１ｂの縁に近づくよう傾斜し、斜面１０ｄの下縁は電子機器１の下面１１ｂの縁と
面一となっている。これにより、表示画面２上で大きく上下方向に動かされた指が電子機
器１の縁に引っ掛かることを、抑えることができる。
【００３５】
　図２に示すように、電子機器１の前面にはカメラ７が設けられている。このカメラ７は
、例えば電子機器１を保持しているユーザを撮像するために利用される。カメラ７の位置
は、電子機器１の左右方向の中心線に対して一方側にオフセットしている。この例では、
カメラ７は保持部１Ｒに設けられている。そのため、ユーザが保持部１Ｒを保持してカメ
ラ７を利用する際にカメラ７がぶれることを、抑えることができる。また、カメラ７は表
示画面２、表示画面２の上側の領域及び表示画面２の下側の領域を避けて配置されている
。そのため、カメラ７の表面が汚れることを、抑えることができる。カメラ７は保持部１
Ｌに設けられてもよい。
【００３６】
　図２に示すように、電子機器１の前面にはスピーカー９Ｒ，９Ｌが設けられている。ス
ピーカー９Ｒ，９Ｌは前面カバーパネル１０の裏側に配置されている。前面カバーパネル
１０のスピーカー９Ｒ，９Ｌに対応する位置には、複数の穴が形成され、この穴を通して
音が出力される。スピーカー９Ｒ，９Ｌも、表示画面２、表示画面２の上側の領域及び表
示画面２の下側の領域を避けて配置されている。そのため、スピーカー９Ｒ，９Ｌ上に形
成された上述の穴が汚れることを、抑えることができる。
【００３７】
　また、スピーカー９Ｒ，９Ｌは、操作スティック３Ｒ，３Ｌに対して左右方向の外側に
位置している。すなわち、右側のスピーカー９Ｒは操作スティック３Ｒの右に位置してい
る。左側のスピーカー９Ｌは操作スティック３Ｌの左に位置している。上述したように操
作スティック３Ｒ，３Ｌは電子機器１の前面から突出している。そのため、操作スティッ
ク３Ｒ，３Ｌ上に配置されたユーザの指と、スピーカー９Ｒ，９Ｌとの間にはクリアラン
スが設けられる。その結果、スピーカー９Ｒ，９Ｌから出力される音の広がりが指によっ
て阻害されることが、抑えられる。
【００３８】
　電子機器１は、その前面とは反対側の面である背面を有している。図３及び図４に示す
ように、電子機器１の背面には、板状の位置入力装置である背面タッチパネル（タッチパ
ッド）２１が設けられている。図４において、破線Ｅが背面タッチパネル２１の外形を示
している。破線Ｅで示すように、この例の背面タッチパネル２１は略矩形である。
【００３９】
　この例では、背面タッチパネル２１の最表面には、当該背面タッチパネル２１よりも大
きい背面カバーパネル１３が配置されている。そのため、背面タッチパネル２１の領域の
表面と、その周りの領域は面一となっている。背面カバーパネル１３の表面の全域にはハ
ードコート層が形成されている。図３又は図４で示すように、この例の背面カバーパネル
１３は、電子機器１の背面の外周部に形成された湾曲面（符号１２Ｌ，１２Ｒ，１２ｃ，
１２ｄで示す面）の内側の形状に対応した外形を、有している。具体的には、背面カバー
パネル１３は左右方向に細長い略円形である。背面カバーパネル１３は、上述した後側ハ
ウジング１２の外面に貼り付けられている。後側ハウジング１２には開口が形成されてお
り、背面タッチパネル２１を構成する基板等は、後側ハウジング１２の開口の内側に位置
している。背面カバーパネル１３の大きさはこれに限られず、背面タッチパネル２１の検
出領域に対応した大きさでもよい。また、背面タッチパネル２１は静電容量式に限られず
、種々の方式が用いられてよい。例えば、背面タッチパネル２１は抵抗膜式でもよい。
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【００４０】
　背面タッチパネル２１は例えば次のように使用され得る。背面タッチパネル２１は表示
画面２の反対側に位置しており、ユーザは、背面タッチパネル２１上で指を動かし、表示
画面２に描かれた画像をスクロールする（図１０参照）。また、ユーザは、例えば背面タ
ッチパネル２１上の一点に触れ、当該一点に対応する、表示画面２上の位置に描かれたオ
ブジェクトを選択したり、当該オブジェクトを動かしたりする。
【００４１】
　図４に示すように、背面タッチパネル２１は、背面における操作スティック３Ｒ，３Ｌ
とは反対側の位置（以下、スティック位置Ｐ）よりも左右方向における中心寄りの領域（
すなわち破線Ｅで示す領域）に、設けられている。この例では、背面タッチパネル２１は
、保持部１Ｒ，１Ｌよりも左右方向における中心寄りに位置している。すなわち、背面タ
ッチパネル２１は左右の保持部１Ｒ，１Ｌの間の領域に設けられている。そのため、ユー
ザが保持部１Ｒ，１Ｌを保持している際に（保持部１Ｒ，１Ｌの背面に中指を配置してい
る際に）、背面タッチパネル２１に指が触れることを抑えることができる（図１０参照）
。この例では、背面タッチパネル２１は、十字ボタン群４Ｒとは反対側の位置と、十字キ
ー４Ｌとは反対側の位置との間に位置している。
【００４２】
　図４に示すように、背面タッチパネル２１は、スティック位置Ｐよりも上側の領域に設
けられている。上述したように、ユーザは、多くの場合、操作スティック３Ｒ，３Ｌ上に
親指を置き、中指等を背面に配置して、保持部１Ｒ，１Ｌを保持する（図９及び図１０参
照）。ユーザが保持部１Ｒ，１Ｌをそのように保持した状態で背面に配置される中指等を
伸ばした場合、その指はスティック位置Ｐよりも上側に位置することとなる。本実施形態
では、スティック位置Ｐよりも上側の領域に背面タッチパネル２１が設けられているので
、ユーザは保持部１Ｒ，１Ｌを保持しながら中指で背面タッチパネル２１を容易に操作で
きる。
【００４３】
　また、この例では、後述するように、上面１１ａの最も右側の位置にはボタン１４Ｒが
設けられ、上面１１ａの最も左側の位置にはボタン１４Ｌが設けられている。そのため、
図９に示すように、ユーザは、操作スティック３Ｒ，３Ｌ上に親指を配置し、ボタン１４
Ｒ，１４Ｌを必要なタイミングで直ちに押せるように電子機器１の角部（この例ではボタ
ン１４Ｒ，１４Ｌ）に人差し指の先を配置する。電子機器１で実行するアプリケーション
によっては、これが電子機器１の基本的な保持の態様となる。ユーザがそのような基本的
な態様で電子機器１を保持している状態で、中指で背面タッチパネル２１を操作できるよ
うに、当該背面タッチパネル２１の領域は設定されている。具体的には、図４に示すよう
に、スティック位置Ｐの中心とボタン１４Ｒ，１４Ｌを通る上下方向の直線Ｙから背面タ
ッチパネル２１の左右の縁までの距離Ｄ３は、直線Ｙから電子機器１の左右の縁までの距
離Ｄ４より小さい。また、スティック位置Ｐとボタン１４Ｒ，１４Ｌとの中間位置よりも
上側に背面タッチパネル２１の上縁は位置している。このように背面タッチパネル２１の
外縁をスティック位置Ｐとボタン１４Ｒ，１４Ｌとに近づけることにより、ユーザは上述
した基本的な態様で電子機器１を保持している状態において、中指で背面タッチパネル２
１に触れることができる。
【００４４】
　また、後述するように、この例のボタン１４Ｒ，１４Ｌは上面１１ａに対して凹むよう
に、すなわち、下方に動くことができる。背面パッチパネル２１はボタン１４Ｒ，１４Ｌ
に対して斜め下方に位置している。そのため、ユーザはボタン１４Ｒ，１４Ｌの押下を準
備している人差し指を、ボタン１４Ｒ，１４Ｌを押下する方向に斜めに移動させることで
、人差し指で背面タッチパネル２１に触れることができる。
【００４５】
　この例では、図４に示すように、背面タッチパネル２１はスティック位置Ｐに対して上
側にオフセットしている。すなわち、スティック位置Ｐを通る左右方向の線Ｌから背面の
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上縁に向けて広がる領域に、背面タッチパネル２１が設けられ、背面タッチパネル２１の
上下方向の中心Ｃ１は線Ｌよりも上側に位置している。このような背面タッチパネル２１
の配置により、電子機器１の使用時に、背面側に配置した指を下方に伸ばすことが必要と
されない。そのため、背面タッチパネル２１の使用時においても電子機器１の保持安定性
を維持できる。なお、背面タッチパネル２１の下縁は線Ｌよりも僅かに低い位置に位置し
ている。
【００４６】
　背面タッチパネル２１が設けられる領域はこれに限られず、線Ｌから背面の下縁に向け
てさらに広げられてもよい。すなわち、背面タッチパネル２１は、スティック位置Ｐより
も少なくとも上側の領域に設けられていればよい。
【００４７】
　図４に示すように、背面タッチパネル２１が設けられた領域は、電子機器１の上下方向
の中心Ｃ２に対して上下方向における一方側にオフセットしている。すなわち、背面タッ
チパネル２１の上下方向の中心Ｃ１は中心Ｃ２よりも上側に位置している。背面タッチパ
ネル２１の下縁と電子機器１の下面１１ｂとの距離Ｄ１は、背面タッチパネル２１の上縁
と電子機器１の上面１１ａとの間の距離Ｄ２よりも大きい。換言すると、電子機器１の上
下方向の中心Ｃ２は背面タッチパネル２１の上下方向の中心Ｃ１より下側に位置している
。電子機器１の背面は、その下部に、背面タッチパネル２１が設けられていない領域を有
している。この下部の領域の上下方向の幅は、電子機器１の背面における、背面タッチパ
ネル２１の上縁よりさらに上側の領域の幅よりも大きい。そのため、電子機器１が内蔵す
る電子部品を電子機器１の下部に配置し易くなる。
【００４８】
　図３又は図４に示すように、背面タッチパネル２１の領域の下側には、平らな面（以下
において下側平面２３ａ）が形成されている。下側平面２３ａは、背面タッチパネル２１
の領域の表面（すなわち、当該領域における、背面カバーパネル１３の表面）と概ね同一
平面を形成している。下側平面２３ａには、当該下側平面２３ａから突出する操作部材（
例えばボタン）等が設けられていない。これにより、ユーザが背面タッチパネル２１上で
指を上下方向に大きく動かすことができる。下側平面２３ａは、背面タッチパネル２１の
領域の下縁から、電子機器１の背面の最下部まで広がっている。また、下側平面２３ａは
背面タッチパネル２１の左右方向の幅と概ね同じ幅を有している。
【００４９】
　電子機器１の一例では、背面カバーパネル１３の表面の一部が下側平面２３ａとして機
能する。また、他の例では、背面タッチパネル２１の領域の下側に、電子機器１について
の各種情報（製品名等）が記載されたプレートが貼り付けられてもよい。そして、そのプ
レートの表面が下側平面２３ａとして機能してもよい。すなわち、そのプレートの表面と
背面タッチパネル２１の領域の表面とが同一平面を形成してもよい。
【００５０】
　背面タッチパネル２１は表示画面２よりも小さな幅を有している。これにより、表示画
面２の大きさを十分に確保しながら、電子機器１が内蔵する部品のレイアウトの自由度を
さらに増すことができる。例えば、電子機器１は、無線通信に利用される複数のアンテナ
を内蔵している。背面タッチパネル２１の幅を表示画面２の幅よりも小さくすることで、
アンテナを、表示画面２を形成するタッチパネルと背面タッチパネル２１の双方から離し
て配置し易くなる。すなわち、電子機器１の厚さ方向（図７及び８においてＺ１－Ｚ２の
示す方向）において背面タッチパネル２１に重ならない位置にアンテナを配置し、且つ、
当該アンテナと表示画面２との距離を確保し易くなる。そうすることで、アンテナを介し
た通信安定性を向上できる。
【００５１】
　この例の電子機器１では、図２及び図４に示すように、上下方向における背面タッチパ
ネル２１の幅が、上下方向における表示画面２の幅よりも小さい。また、背面タッチパネ
ル２１は表示画面２に対して上側にオフセットしている。すなわち、背面タッチパネル２
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１の上下方向における中心Ｃ１は、表示画面２の上下方向の中心よりも上側に位置してい
る。そのため、アンテナなどの部品を電子機器１の下部に収容できる。
【００５２】
　一方、左右方向における背面タッチパネル２１の幅は、左右方向における表示画面２の
幅と概ね等しい。これにより、電子機器１の左右の縁から背面タッチパネル２１までの距
離が大きくなることを抑えることができる。このように、上下方向に関しては背面タッチ
パネル２１の幅は表示画面２の幅よりも小さく、左右方向に関しては背面タッチパネル２
１の幅は表示画面２の幅と等しくなっている。これにより、背面タッチパネル２１の操作
性が低下することを抑えながら、電子機器１内での部品の配置を容易化できる。
【００５３】
　背面タッチパネル２１の幅と表示画面２の幅との関係はこれに限定されない。例えば、
左右方向における背面タッチパネル２１の幅は、左右方向における表示画面２の幅よりも
大きくてよい。こうすることで、背面タッチパネル２１の左右の縁が保持部１Ｒ，１Ｌに
近づくこととなる。その結果、背面タッチパネル２１の操作性を向上できる。また、左右
方向における背面タッチパネル２１の幅は、左右方向における表示画面２の幅よりも小さ
くてもよい。こうすることにより、保持部１Ｒ，１Ｌ内に収容される部品のレイアウトが
さらに容易になる。
【００５４】
　図３及び図４に示すように、電子機器１は、その背面に、背面タッチパネル２１の領域
を案内するためのガイド１２ｆを有している。ガイド１２ｆは背面タッチパネル２１の右
側及び左側に位置している。換言すると、ガイド１２ｆは、保持部１Ｒ，１Ｌの背面に設
けられている。ユーザはガイド１２ｆに指で触れることにより、背面タッチパネル２１の
領域を認識し得る。
【００５５】
　背面タッチパネル２１の表面（背面カバーパネル１３の表面）は平らな面となっている
。ガイド１２ｆは、背面タッチパネル２１の表面とは異なる形態を有している。例えば、
ガイド１２ｆには凹部や凸部が形成される。ガイド１２ｆの全体が凹部や凸部でもよいし
、ガイド１２ｆに複数の凹部や凸部が形成されてもよい。また、ガイド１２ｆは、背面タ
ッチパネル２１の表面よりも荒い表面を有してもよい。さらに、ガイド１２ｆは背面タッ
チパネル２１の表面とは異なる材料で形成されてもよい。
【００５６】
　図１１はここで説明する電子機器１のガイド１２ｆを示す断面図であり、図４のＸＩ－
ＸＩ線で示される面をその切断面としている。同図に示すように、この例では、電子機器
１の背面は、ガイド１２ｆにおいて凹んでいる。そのため、背面タッチパネル２１の不使
用時に、背面に配置する指をガイド１２ｆに配置し易くなっている。ガイド１２ｆは、背
面タッチパネル２１の表面と、同一平面を形成する平らな面１３ｂで囲まれている。
【００５７】
　図４に示すように、背面タッチパネル２１は、その外縁に沿って形成された溝１３ｇに
よって囲まれている。この例では、溝１３ｇは、背面タッチパネル２１の上縁及び左右の
縁に沿って形成されている。この溝１３ｇも、ユーザに対して背面タッチパネル２１の領
域を案内する機能を有し得る。
【００５８】
　図４に示すように、ガイド１２ｆは、背面タッチパネル２１に対して下側にオフセット
している。すなわち、上下方向におけるガイド１２ｆの中心は、背面タッチパネル２１の
中心Ｃ１よりも下方に位置している。ガイド１２ｆの下端は背面タッチパネル２１の下縁
よりも下方に位置している。そのため、背面に配置した中指の先端側を、ガイド１２ｆ上
に位置させ易くなる。この例のガイド１２ｆは上下方向に細長い略楕円形に形成されてい
る。ガイド１２ｆの上下方向の幅は、背面タッチパネル２１の上下方向の幅に概ね対応し
ている。
【００５９】



(12) JP 5379176 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

　図１１に示すように、電子機器１の背面は、ガイド１２ｆの最も深い位置Ｐ１と、ガイ
ド１２ｆの背面タッチパネル２１側の縁１２ｇとの間に、斜面１２ｈを有している。その
ため、ガイド１２ｆに配置している指を背面タッチパネル２１に向けて円滑に動かすこと
ができる。この例では、ガイド１２ｆの表面は湾曲した断面を有している。ガイド１２ｆ
の断面は電子機器１の後方に開いた円弧となっている。斜面１２ｈは湾曲した面の一部を
形成している。
【００６０】
　図４に示すように、ガイド１２ｆと、背面タッチパネル２１が設けられた領域の左右の
縁との間には隙間が設けられている。すなわち、ガイド１２ｆの背面タッチパネル２１側
の縁１２ｇは、背面タッチパネル２１の左右の縁から離れて位置している。そのため、ガ
イド１２ｆに置かれた指が誤って背面タッチパネル２１に触れることを、抑えることがで
きる。
【００６１】
　ガイド１２ｆの表面は、背面タッチパネル２１の領域の表面を形成する材料とは異なる
材料によって形成されている。この例では、図１１に示すように、ガイド１２ｆは後側ハ
ウジング１２と一体的に形成されている。背面カバーパネル１３は、ガイド１２ｆに対応
する位置に開口を有している。後側ハウジング１２は背面カバーパネル１３の開口から露
出した部分を有しており、当該露出した部分がガイド１２ｆを形成している。なお、ガイ
ド１２ｆを取り囲む平らな面１３ｂは、背面カバーパネル１３によって形成されている。
【００６２】
　図３及び図４に示すように、電子機器１の背面視において、背面カバーパネル１３の大
きさは、後側ハウジング１２よりも僅かに小さい。この例では、上下方向における背面カ
バーパネル１３の幅は、上下方向における後側ハウジング１２の幅よりも小さく、後側ハ
ウジング１２の最上部１２ｃは、背面カバーパネル１３の上縁よりも上方に位置している
。図７又は図８に示すように、後側ハウジング１２の最上部１２ｃの縁と背面カバーパネ
ル１３の上縁との間には段差Ｋが形成されている。換言すると、背面カバーパネル１３の
表面は、後側ハウジング１２の最上部１２ｃの縁に対して僅かに突出している。そのため
、ユーザは、最上部１２ｃから背面タッチパネル２１に向けて指を移動させる際に、背面
タッチパネル２１の領域を段差Ｋによって認識し得る。
【００６３】
　この例では、図４に示すように、左右方向における背面カバーパネル１３の幅も、左右
方向における後側ハウジング１２の幅よりも小さい。すなわち、後側ハウジング１２の外
周部は背面カバーパネル１３を取り囲んでいる。後側ハウジング１２の外周部と背面カバ
ーパネル１３の外周縁との間に段差Ｋが形成されている。
【００６４】
　図１、図５及び図６に示すように、電子機器１の背面の最左部１２Ｌ及び最右部１２Ｒ
は湾曲している。すなわち、背面は、左右方向における最外部に、電子機器１の前面に向
けて湾曲した湾曲面を有している。最左部１２Ｌの湾曲面は、左方向に向かって電子機器
１の表面との距離が小さくなるように、湾曲している。同様に、最右部１２Ｒの湾曲面は
、右方向に向かって電子機器１の表面との距離が小さくなるように、湾曲している。その
ため、最右部１２Ｒや最左部１２Ｌに角が形成されている場合に比べて、ユーザが電子機
器１の背面を支持し易くなっている。
【００６５】
　また、図７に示すように、背面の最上部１２ｃも湾曲している。すなわち、背面は、そ
の最上部１２ｃに、電子機器１の前面に向けて湾曲した湾曲面を有している。最上部１２
ｃの湾曲面は、上方に向かって徐々に電子機器１の表面との距離が小さくなるように湾曲
している。これにより、ユーザが電子機器１の上面１１ａから背面タッチパネル２１に向
けて指を円滑に移動させることができる。この例では、背面の最下部１２ｄも、電子機器
１の前面に向けて湾曲している。
【００６６】
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　このように、電子機器１の背面は、その外周部に、電子機器１の前面に向かって湾曲し
た湾曲面を有している。この例では、外周部の湾曲面は、背面の全周に亘って形成されて
いる。外周部の内側に、背面タッチパネル２１及びガイド１２ｆが位置している。湾曲し
た外周部は後側ハウジング１２によって形成されている。すなわち、後側ハウジング１２
は、電子機器１の前面に向けて縁が湾曲した皿状に形成されている。
【００６７】
　後側ハウジング１２の外周部（すなわち、最上部１２ｃ、最下部１２ｄ、最右部１２Ｒ
、及び最左部１２Ｌ）の外縁は、前側ハウジング１１の上面１１ａ、下面１１ｂ、右側面
１１Ｒ、左側面１１Ｌに連なっている。また、図５に示すように、外周部に形成された湾
曲面の高さＨ１は、これら上面１１ａ等の高さＨ２よりも僅かに大きい。また、湾曲面の
幅Ｗは湾曲面の高さＨ１よりも僅かに大きい。
【００６８】
　図３又は図４に示すように、電子機器１の背面にはカメラ２４が設けられている。この
例では、カメラ２４は最上部１２ｃに設けられている。また、カメラ２４は電子機器１の
左右方向における中央部に位置している。カメラ２４の前面は、電子機器１の背面（背面
カバーパネル１３の表面）に対して凹んだ位置に位置している。そのため、電子機器１を
置いた時に、カメラ２４の前面が設置面（電子機器１が置かれる面）から離れて位置し、
カメラ２４の前面が汚れることを防止できる。
【００６９】
　電子機器１の外周を取り囲む面（具体的には前側ハウジング１１の右側面１１Ｒ、左側
面１１Ｌ、上面１１ａ、及び下面１１ｂ、以下においてこれら全体を周側面とする）には
、複数の操作部材が設けられている。周側面に設けられた操作部材は、右側面１１Ｒ及び
左側面１１Ｌを避けて配置されている。そのため、ユーザが保持部１Ｒ，１Ｌを保持しな
がら誤って操作部材を動かすことを、防止することができる。この例では、図６に示すよ
うに、上面１１ａにボタン８ａ，８ｂ，８ｃが設けられている。ボタン８ａは例えば電源
ボタンである。また、ボタン８ｂ，８ｃは例えば音量ボタンである。
【００７０】
　図６に示すように、電子機器１の上面１１ａには、上面１１ａの一部を形成するカバー
１５ａ，１５ｂが設けられている。カバー１５ａの内側には、例えば、ゲームなどのプロ
グラムが格納されたカード型記録媒体を挿入するためのスロットが形成されている。カバ
ー１５ａはこのスロットの挿入口を覆っている。カバー１５ｂの内側には、電子機器１の
アクセサリや周辺機器を取り付けるための端子（例えばＵＳＢ端子）が設けられている。
カバー１５ｂはこの端子を覆っている。
【００７１】
　図３に示すように、電子機器１の背面の最左部に形成された湾曲面１２Ｌには当該湾曲
面１２Ｌの一部を形成するカバー１５ｃが設けられている。カバー１５ｃの内側にも、カ
ード型の記録媒体を挿入するためのスロットが形成されている。カバー１５ｃはこのスロ
ットの挿入口を覆っている。
【００７２】
　電子機器１の周側面には、外部装置の端子が差し込まれ当該外部装置と電気的に接続す
る端子１６ａ，１６ｂが設けられている。周側面に設けられた全ての端子は、右側面１１
Ｒ及び左側面１１Ｌを避けて配置されている。図５に示すように、この例では、端子１６
ａ，１６ｂは下面１１ｂに設けられている。端子１６ａは、例えば、電子機器１のバッテ
リを充電する充電装置を接続するための電源端子やＵＳＢ端子である。また、端子１６ｂ
は例えばヘッドホンやマイクの端子である。電子機器１の最下部１２ｄの湾曲面にはカバ
ー１５ｄが設けられている。カバー１５ｄの内側には、カード型の記憶媒体を差し込むこ
とができるスロットが形成されており、カバー１５ｄは当該スロットを覆っている。カバ
ー１５ｄは湾曲しており、最下部１２ｄの湾曲面の一部を形成している。
【００７３】
　図１及び図２に示すように、上面１１ａの最も右側の位置（換言すると、右側面１１Ｒ
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の最も上側の位置）には、ボタン１４Ｒが設けられている。また、上面１１ａの最も左側
の位置（換言すると、左側面１１Ｌの最も上側の位置）には、ボタン１４Ｌが設けられて
いる。図９に示すように、ユーザは、保持部１Ｒ，１Ｌを保持しながら、側面１１Ｒ，１
１Ｌに沿って配置した人差し指を、ボタン１４Ｒ，１４Ｌに掛けることができる。ボタン
１４Ｒ，１４Ｌは上面１１ａに対して凹むように動くことができる。すなわち、ボタン１
４Ｒ，１４Ｌは下方に向かって動くことができる。
【００７４】
　図２に示すように、ボタン１４Ｒ，１４Ｌの上面（指で押される面）は、右側面１１Ｒ
及び左側面１１Ｌに合わせて、湾曲している。換言すると、ボタン１４Ｒの上面は右側面
１１Ｒと面一となっている。また、電子機器１の正面視において、ボタン１４Ｒの縁と前
側ハウジング１１の右縁は、全体として、略半円形状となっている。同様に、ボタン１４
Ｌの上面は左側面１１Ｌと面一となっている。また、電子機器１の正面視において、ボタ
ン１４Ｌの縁と前側ハウジング１１の左縁は、全体として、略半円形状となっている。そ
のため、図９に示すように、ユーザの人差し指の先がボタン１４Ｒ，１４Ｌに掛った状態
では、当該指は緩やかに曲げられる。これにより、ユーザが電子機器１の背面に配置した
別の指（具体的には、中指）を、背面タッチパネル２１に向けて容易に伸ばすことができ
る。
【００７５】
　以上説明したように、電子機器１では、背面タッチパネル２１は、保持部１Ｒ，１Ｌに
設けられた操作スティック３Ｒ，３Ｌとは反対側の位置Ｐよりも少なくとも上側の領域に
、設けられている。そのため、ユーザは保持部１Ｒ，１Ｌを保持しながら、背面タッチパ
ネル２１を円滑に操作できる。
【００７６】
　なお、本発明は以上説明した電子機器１に限られず、種々の変更が可能である。
【００７７】
　例えば、以上の説明では、電子機器１は左右方向に細長い略箱状であった。しかしなが
ら、本発明は、上側の筐体と下側の筐体とを有し、それらが開閉可能に構成された携帯型
電子機器（ゲーム装置）に適用されてもよい。この場合、下側の筐体に操作部材が設けら
れ、上側の筐体の背面（２つの筐体を開いた状態で背面となる面）に背面タッチパネルが
設けられてもよい。
【００７８】
　また、以上の説明では、電子機器１の左右の縁は半円形状に形成されていた。しかしな
がら、電子機器１の左右の縁は、そのように湾曲していなくてもよい。すなわち、電子機
器１は略直方体状に形成されてもよい。
【００７９】
　また、電子機器１においては、表示画面２の左右に操作スティック３Ｒ，３Ｌが設けら
れていた。しかしながら、操作スティックは、表示画面２の右側又は左側のいずれか一方
にのみ設けられてもよい。
【００８０】
　また、以上の説明では、背面タッチパネル２１の最表面に背面カバーパネル１３が設け
られ、背面タッチパネル２１の領域の表面と、その周りの領域は面一となっていた。しか
しながら、背面タッチパネル２１の領域と、その周りの領域との間には、段差が形成され
てもよい。
【００８１】
　また、以上の説明では、背面タッチパネル２１は、表示画面２に対して上側にオフセッ
トしていた。しかしながら、背面タッチパネル２１は表示画面２と正反対の位置に配置さ
れてもよい。また、背面タッチパネル２１は、電子機器１に対して上側にオフセットして
いた。しかしながら、背面タッチパネル２１の上下方向の中心Ｃ１は、電子機器１の背面
の上下方向の中心Ｃ２と一致していてもよい。
【符号の説明】
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【００８２】
　１　携帯型電子機器、１Ｌ，１Ｒ　保持部、２　表示画面、３Ｌ，３Ｒ　操作スティッ
ク、４Ｒ　ボタン群、４Ｌ　十字キー、１０　前面カバーパネル、１１　前側ハウジング
、１１Ｌ　左側面、１１Ｒ　右側面、１１ａ　上面、１１ｂ　下面、１２　後側ハウジン
グ、１２Ｌ　最左部（湾曲面）、１２Ｒ　最右部（湾曲面）、１２ｃ　最上部（湾曲面）
、１２ｄ　最下部（湾曲面）、１２ｆ　ガイド、１２ｈ　斜面、１３　背面カバーパネル
、１４Ｌ，１４Ｒ　操作ボタン、２１　背面タッチパネル、２３ａ　下側平面。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(17) JP 5379176 B2 2013.12.25

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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