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(57)【要約】
【課題】多様なタッチ入力を感知してそれぞれのタッチ
入力に対応するタッチスクリーンを有する携帯端末機及
びそのユーザインターフェース提供方法を提供する。
【解決手段】本発明のユーザインターフェース提供方法
は、タッチスクリーンでタッチが感知された場合、タッ
チに対応するタッチ面積を検出し、タッチ面積が予め設
定された臨界値以上の面積であるか否か、又はタッチの
移動の有無のうちの少なくともいずれか１つによって異
なる機能を実行する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチスクリーンを有する携帯端末機のユーザインターフェース提供方法であって、
　前記タッチスクリーンでタッチが感知された場合、該タッチに対応するタッチ面積を検
出する段階と、
　前記タッチ面積が予め設定された臨界値以上の面積であるか否かによって異なる機能を
実行する段階と、を有することを特徴とするユーザインターフェース提供方法。
【請求項２】
　前記実行段階は、
　前記タッチの移動の有無によって異なる機能を実行することを特徴とする請求項１に記
載のユーザインターフェース提供方法。
【請求項３】
　前記実行段階は、
　前記タッチの移動があった場合、該タッチの移動距離及び移動方向によって異なる機能
を実行することを特徴とする請求項２に記載のユーザインターフェース提供方法。
【請求項４】
　前記実行段階は、
　前記タッチ面積が前記臨界値以上の面積であり、前記タッチスクリーンで前記タッチの
移動の移動距離が予め設定された臨界値以上の距離である場合、前記移動方向によって前
記タッチスクリーンに現在表示されている画面をイメージとして獲得するか、又は前記画
面から他の画面に切り替えることを特徴とする請求項３に記載のユーザインターフェース
提供方法。
【請求項５】
　前記実行段階は、
　前記移動距離及び移動方向を分析し、前記タッチがツイストされたものと判断された場
合、前記移動距離によって前記タッチスクリーンをロックさせるか、又は前記タッチスク
リーンに現在表示されている画面を回転させることを特徴とする請求項３に記載のユーザ
インターフェース提供方法。
【請求項６】
　前記実行段階は、
　前記タッチ面積が前記臨界値未満の面積であり、前記移動距離が前記臨界値以上の距離
である場合、前記タッチ面積の変更に対応して前記タッチスクリーンに現在表示されてい
る画面の位置を記録することを特徴とする請求項３に記載のユーザインターフェース提供
方法。
【請求項７】
　前記実行段階は、
　前記タッチの移動がない場合、前記タッチの保持時間によって異なる機能を実行するこ
とを特徴とする請求項２に記載のユーザインターフェース提供方法。
【請求項８】
　前記実行段階は、
　前記タッチ面積が前記臨界値以上の面積であり、前記タッチの保持時間が予め設定され
た臨界値以上の時間である場合、現在進行している動画又は音声のうちの少なくともいず
れか１つの再生を停止させることを特徴とする請求項７に記載のユーザインターフェース
提供方法。
【請求項９】
　ユーザインターフェースを提供する携帯端末機であって、
　タッチを感知するタッチスクリーンと、
　前記タッチに対応するタッチ面積を検出する面積検出部と、
　前記タッチ面積が予め設定された臨界値以上の面積であるか否かによって異なる機能を
実行する制御部と、を備えることを特徴とする携帯端末機。
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【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記タッチの移動の有無によって異なる機能を実行することを特徴とする請求項９に記
載の携帯端末機。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　前記タッチの移動があった場合、該タッチの移動距離及び移動方向によって異なる機能
を実行することを特徴とする請求項１０に記載の携帯端末機。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記タッチ面積が前記臨界値以上の面積であり、前記タッチスクリーンで前記タッチの
移動の移動距離が予め設定された臨界値以上の距離である場合、前記移動方向によって前
記タッチスクリーンに現在表示されている画面をイメージとして獲得するか、又は前記画
面から他の画面に切り替えることを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末機。
【請求項１３】
　前記制御部は、
　前記移動距離及び移動方向を分析し、前記タッチがツイストされたものと判断された場
合、前記移動距離によって前記タッチスクリーンをロックさせるか、又は前記タッチスク
リーンに現在表示されている画面を回転させることを特徴とする請求項１１に記載の携帯
端末機。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記タッチ面積が前記臨界値未満の面積であり、前記移動距離が前記臨界値以上の距離
である場合、前記タッチ面積の変更に対応して前記タッチスクリーンに現在表示されてい
る画面の位置を記録することを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末機。
【請求項１５】
　前記制御部は、
　前記タッチの移動がない場合、前記タッチの保持時間によって異なる機能を実行するこ
とを特徴とする請求項１０に記載の携帯端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末機及びその動作方法に関し、より詳しくは、タッチスクリーンを有
する携帯端末機及びそのユーザインターフェース提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、携帯端末機は、多様な機能が付加されて複合的な機能を実行する。この際、
携帯端末機は、各種機能を実行するためのキーボードやマウスなどの入力部を備える必要
があるが、携帯が容易ではないという問題点がある。この問題点を克服するために、現在
の携帯端末機は、キーボードやマウスの代わりにタッチパネルを備えている。ここで、タ
ッチパネルは多数個のタッチセンサーよりなる。即ち、携帯端末機は、タッチセンサーで
感知されるタッチ入力のためのユーザインターフェース（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
：ＵＩ）を提供し、当該タッチ入力に対応して特定機能を実行する。
【０００３】
　ところが、上述のような携帯端末機において多様なタッチ入力に対応するユーザインタ
ーフェースを提供するのに限界がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、多様な
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タッチ入力に対応するユーザインターフェースを提供することにある。
【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なされた本発明の一態様によるタッチスクリーンを有する携
帯端末機のユーザインターフェース提供方法は、前記タッチスクリーンでタッチが感知さ
れた場合、該タッチに対応するタッチ面積を検出する段階と、前記タッチ面積が予め設定
された臨界値以上の面積であるか否かによって異なる機能を実行する段階と、を有するこ
とを特徴とする。
【０００６】
　前記実行段階は、前記タッチの移動の有無によって異なる機能を実行することができる
。
　前記実行段階は、前記タッチの移動があった場合、該タッチの移動距離及び移動方向に
よって異なる機能を実行することができる。
　前記実行段階は、前記タッチ面積が前記臨界値以上の面積であり、前記タッチスクリー
ンで前記タッチの移動の移動距離が予め設定された臨界値以上の距離である場合、前記移
動方向によって前記タッチスクリーンに現在表示されている画面をイメージとして獲得す
るか、又は前記画面から他の画面に切り替えることができる。
　前記実行段階は、前記移動距離及び移動方向を分析し、前記タッチがツイストされたも
のと判断された場合、前記移動距離によって前記タッチスクリーンをロックさせるか、又
は前記タッチスクリーンに現在表示されている画面を回転させることができる。
　前記実行段階は、前記タッチ面積が前記臨界値未満の面積であり、前記移動距離が前記
臨界値以上の距離である場合、前記タッチ面積の変更に対応して前記タッチスクリーンに
現在表示されている画面の位置を記録することができる。
　前記実行段階は、前記タッチの移動がない場合、前記タッチの保持時間（ｈｏｌｄｉｎ
ｇ　ｔｉｍｅ）によって異なる機能を実行することができる。
　前記実行段階は、前記タッチ面積が前記臨界値以上の面積であり、前記タッチの保持時
間が予め設定された臨界値以上の時間である場合、現在進行している動画又は音声のうち
の少なくともいずれか１つの再生を停止させることができる。
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様によるユーザインターフェースを提
供する携帯端末機は、タッチを感知するタッチスクリーンと、前記タッチに対応するタッ
チ面積を検出する面積検出部と、前記タッチ面積が予め設定された臨界値以上の面積であ
るか否かによって異なる機能を実行する制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　前記制御部は、前記タッチの移動の有無によって異なる機能を実行することができる。
　前記制御部は、前記タッチの移動があった場合、該タッチの移動距離及び移動方向によ
って異なる機能を実行することができる。
　前記制御部は、前記タッチの移動がない場合、前記タッチの保持時間によって異なる機
能を実行することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のタッチスクリーンを有する携帯端末機及びそのユーザインターフェース提供方
法によれば、携帯端末機においてタッチスクリーンを介して感知する多様なタッチ入力を
提案し、それぞれのタッチ入力に対応するユーザインターフェースを提供する。即ち、携
帯端末機は、タッチスクリーンを介して感知されるタッチのタッチ面積、移動の有無、移
動距離、移動方向、又は保持時間のうちの少なくともいずれか１つによりタッチ入力を決
定する。また、携帯端末機は、それぞれのタッチ入力に対応して機能を実行するためのユ
ーザインターフェースを提供する。これにより、携帯端末機を使用するに際して利便性を
向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】本発明の一実施形態による携帯端末機の内部構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による携帯端末機のユーザインターフェース提供方法を示す
流れ図である。
【図３】図２のパームタッチモード実行方法の一例を示す流れ図である。
【図４】図２のパームタッチモード実行方法の一例を説明するための例示図である。
【図５】図２のパームタッチモード実行方法の一例を説明するための例示図である。
【図６】図２のパームタッチモード実行方法の一例を説明するための例示図である。
【図７】図２のパームタッチモード実行方法の一例を説明するための例示図である。
【図８】図２のフィンガータッチモード実行方法の一例を示す流れ図である。
【図９】図２のフィンガータッチモード実行方法の一例を説明するための例示図である。
【図１０】図２のフィンガータッチモード実行方法の一例を説明するための例示図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。
ここで、図面において、同一の構成要素は、できるだけ同一の符号で示していることに留
意しなければならない。また、本発明の要旨を不明瞭にする可能性がある公知機能及び構
成に対する詳細な説明は省略する。
【００１２】
　下記説明で、「タッチ」という用語は、携帯端末機においてタッチスクリーンに接触す
るか、又は接近する行為を示す。ここで、タッチは、携帯端末機のユーザの手又はスタイ
ラス（ｓｔｙｌｕｓ）によって発生する。このようなタッチは、タッチスクリーンでタッ
チ面積、移動の有無、移動距離、移動方向、又は保持時間（ｈｏｌｄｉｎｇ　ｔｉｍｅ）
のうちの少なくともいずれか１つによって多様なタッチ入力を提供する。
【００１３】
　「パームタッチ（ｐａｌｍ　ｔｏｕｃｈ）」という用語は、タッチ面積が予め設定され
た臨界値以上の面積の場合に該当するタッチを示す。例えば、パームタッチは、タッチス
クリーンに携帯端末機のユーザの手のひら又は手の側面（ｈａｎｄ　ｂｌａｄｅ）が接触
するか、又は接近することを示す。「フィンガータッチ（ｆｉｎｇｅｒ　ｔｏｕｃｈ）」
という用語は、タッチ面積が臨界値未満の面積の場合に該当するタッチを示す。例えば、
フィンガータッチは、タッチスクリーンに携帯端末機のユーザの指が接触するか、又は接
近することを示す。
【００１４】
　「既定の臨界値（ｐｒｅｓｅｔ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）」という用語は、事前に予め設
定された臨界値に基づいて、制御部が、タッチ入力がこの既定の臨界値と同一であるか、
それ以上であるかを確認し、それに相当する機能を実行する基準になる。既定の臨界値は
、タッチ入力に関連してタッチされた面積（ｔｏｕｃｈｅｄ　ａｒｅａ）、スクリーン上
にタッチ入力が行われる保持範囲（ｈｏｌｄｉｎｇ　ｒａｎｇｅ）、タッチ入力の保持時
間（ｈｏｌｄｉｎｇ　ｔｉｍｅ）などを含む。既定の臨界値は、ミリメートル、センチメ
ートルなどの特定数値に設定することが可能である。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態による携帯端末機の内部構成を示すブロック図である。本
実施形態において、携帯端末機が携帯電話機の場合を仮定して説明する。
【００１６】
　図１を参照すると、本実施形態の携帯端末機１００は、無線通信部１１０、タッチスク
リーン１２０、制御部１３０、メモリ１４０、オーディオ処理部１５０、及びキー入力部
１６０を含む。
【００１７】
　無線通信部１１０は、携帯端末機１００の無線通信機能を実行する。このような無線通
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信部１１０は、送信する信号の周波数を上昇変換して増幅するＲＦ送信機と、受信した信
号を増幅して周波数を下降変換するＲＦ受信機などを含む。
【００１８】
　タッチスクリーン１２０は、表示部１２１とタッチパネル１２３を含む。表示部１２１
は、携帯端末機１００の状態を表示する。この際、表示部１２１は、ＬＣＤで具現され、
ＬＣＤ制御部、表示データを格納することができるメモリ、及びＬＣＤ表示素子などを備
える。タッチパネル１２３は、表示部１２１に装着され、表示部１２１上でタッチ入力を
感知する。このようなタッチパネル１２３は、タッチ感知部１２５と信号変換部１２７と
からなる。タッチ感知部１２５は、物理量、例えば、抵抗、静電容量などの変化を検出し
てタッチ入力を感知する。信号変換部１２７は、物理量の変化をタッチ信号に変換する。
【００１９】
　制御部１３０は、携帯端末機１００の全般的な動作を制御する機能を実行する。このよ
うな制御部１３０は、送信する信号を符号化及び変調する送信機と、受信した信号を復調
及び復号化する受信機などを備えるデータ処理部を含む。データ処理部は、モデムＭＯＤ
ＥＭ及びコーデックＣＯＤＥＣで構成される。コーデックは、パケットデータなどを処理
するデータコーデックと音声などのオーディオ信号を処理するオーディオコーデックを備
える。また、制御部１３０は、本発明の実施形態によって多様なタッチ入力に対応するユ
ーザインターフェースを提供する。即ち、制御部１３０は、タッチ入力別に異なる機能を
実行する。制御部１３０は、タッチに対応するタッチ面積、移動の有無、移動距離、移動
方向、又は保持時間のうちの少なくともいずれか１つによってタッチ入力を識別し、それ
に対応する機能を実行する。このために、制御部１３０は、面積検出部１３１、移動追跡
部１３３、及び時間検出部１３５を含む。面積検出部１３１は、タッチに対応するタッチ
位置及びタッチ面積を検出する。移動追跡部１３３は、タッチの移動の有無を判断する。
また、移動追跡部１３３は、タッチに対応する移動方向を追跡し、移動距離を検出する。
時間検出部１３５は、タッチに対応してタッチ位置から予め設定された保持範囲内でタッ
チの保持時間を検出する。
【００２０】
　メモリ１４０は、プログラムメモリ及びデータメモリで構成される。プログラムメモリ
は、携帯端末機１００の一般的な動作を制御するためのプログラムを格納する。また、プ
ログラムメモリは、本発明の実施形態によって多様なタッチ入力に対応するユーザインタ
ーフェースを提供するためのプログラムを格納する。データメモリは、プログラムの実行
中に発生するデータを格納する機能を遂行する。メモリ１４０は、本発明の実施形態によ
ってそれぞれのタッチ入力に対応してそれぞれの機能を連関させて格納している。また、
メモリ１４０は、タッチに対応するタッチ面積、移動の有無、移動距離、移動方向、又は
保持時間と個別的に比較するための臨界値を格納している。
【００２１】
　オーディオ処理部１５０は、データ処理部のオーディオコーデックから出力される受信
オーディオ信号を、スピーカーＳＰＫを介して再生するか、又はマイクＭＩＣから発生す
る送信オーディオ信号をデータ処理部のオーディオコーデックに伝送する機能を実行する
。
【００２２】
　キー入力部１６０は、各種機能などを設定して実行するための機能キーを備える。
【００２３】
　図２は、本発明の一実施形態による携帯端末機のユーザインターフェース提供方法を示
す流れ図である。
【００２４】
　図２を参照すると、本実施形態のユーザインターフェース提供方法は、制御部１３０が
、２１１段階で動作画面を表示することから始まる。即ち、制御部１３０は、タッチスク
リーン１２０を活性化し、タッチスクリーン１２０を介して動作画面を表示する。この際
、制御部１３０は、現在実行されているメニュー又はアプリケーションに対応して動作画
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面を表示する。
【００２５】
　タッチスクリーン１２０でタッチが発生すると、制御部１３０が、２１３段階でこれを
感知し、２１５段階でタッチに対応するタッチ面積を検出する。この際、制御部１３０は
、タッチ位置を更に検出する。例えば、制御部１３０は、タッチスクリーン１２０でタッ
チが感知される領域のサイズをタッチ面積として検出し、当該領域の多数個の座標のうち
のいずれか１つをタッチ位置として検出する。次に、制御部１３０は、２１７段階でタッ
チ面積を予め設定された臨界値の面積と比較する。ここで、臨界値の面積は、単一数値で
あり、一定範囲に該当する数値よりなる。この際、制御部１３０は、タッチ面積において
全体的なサイズを臨界値の面積と比較し、タッチ面積において特定方向に該当する長さの
範囲を臨界値の面積と比較することもできる。即ち、制御部１３０は、タッチ面積が臨界
値以上の面積であるか否かを判断する。
【００２６】
　２１７段階でタッチ面積が臨界値以上の面積と判断された場合、制御部１３０は、２１
９段階でタッチをパームタッチとして把握し、パームタッチに対応する機能を実行するた
めのパームタッチモードを行う。この際、タッチ面積が臨界値の面積に該当する数値のう
ちの上限値以上の場合に、制御部１３０は、パームタッチモードを行う。ここで、制御部
１３０は、パームタッチの移動の有無、移動距離、移動方向、又は保持時間のうちの少な
くともいずれか１つによってタッチ入力を更に区分し、それに対応する機能を実行する。
このような制御部１３０のパームタッチモード実行方法をより詳細に説明すると、次の通
りである。
【００２７】
　図３は、図２のパームタッチモード実行方法の一例を示す流れ図である。また、図４～
図７は、図２のパームタッチモード実行方法の一例を説明するための例示図である。
【００２８】
　図３を参照すると、制御部１３０は、３１１段階でパームタッチに移動があるか否かを
判断する。この際、制御部１３０は、パームタッチがタッチ位置から予め設定された保持
範囲内の該当する領域から離脱するか否かを確認してパームタッチの移動の有無を判断す
る。
【００２９】
　３１１段階でパームタッチに移動があると判断された場合、制御部１３０は、３１３段
階で、パームタッチの移動方向を追跡し、移動距離を検出する。パームタッチの移動は、
パームタッチのドラッグ（ｄｒａｇ）、スイープ（ｓｗｅｅｐ）、及びツイスト（ｔｗｉ
ｓｔ）などを含む。次に、制御部１３０は、３１５段階で移動距離を予め設定された臨界
値の距離と比較する。ここで、臨界値の距離は、単一数値であり、一定間隔で区分される
多数個の数値よりなる。また、臨界値の距離は、特定方向に対応して設定される。この際
、制御部１３０は、移動距離を臨界値の距離と比較し、移動距離を移動方向と関連させて
臨界値の距離と比較する。即ち、制御部１３０は、移動距離が臨界値以上の距離であるか
否かを判断する。
【００３０】
　３１５段階で移動距離が臨界値以上の距離と判断された場合、制御部１３０は、３２１
段階でパームタッチのタッチ入力を決定してそれに対応する機能を実行する。この際、移
動距離が臨界値の距離に該当する数値のうちの下限値以上の場合に、制御部１３０は、移
動距離を臨界値の距離に該当するそれぞれの数値と比較する。また、制御部１３０は、移
動距離に対応する数値を検出してパームタッチのタッチ入力を決定し、それに対応する機
能を実行する。この際、制御部１３０は、タッチスクリーン１２０でパームタッチの解除
に対応してタッチ入力を決定し、それに対応する機能を実行する。その後、制御部１３０
は、図２にリターンする。一方、３１５段階で移動距離が臨界値未満の距離と判断された
場合、制御部１３０は、そのまま図２にリターンする。
【００３１】
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　例えば、図４（ａ）に示したように、動作画面表示中にタッチスクリーン１２０の左か
ら右に携帯端末機１００のユーザの手の側面が通過すると、制御部１３０は、パームタッ
チの移動を感知する。この際、制御部１３０は、パームタッチの移動方向を追跡し、移動
距離を検出する。また、移動距離が臨界値以上の距離の場合に、制御部１３０は、図４（
ｂ）に示したように、動作画面をイメージとして獲得（ｃａｐｔｕｒｅ）する。
【００３２】
　また、図５（ａ）に示したように、動作画面表示中にタッチスクリーン１２０の上部か
ら下部に携帯端末機１００のユーザの手の側面が通過すると、制御部１３０は、パームタ
ッチの移動を感知する。この際、制御部１３０は、パームタッチの移動方向を追跡し、移
動距離を検出する。また、移動距離が臨界値以上の距離の場合に、制御部１３０は、図５
（ｂ）に示したように、動作画面から他の画面に切り替えて表示する。この際、他の画面
は、制御部１３０で予め設定され、例えば、ホーム画面である。ここで、制御部１３０は
、現在実行されているメニュー又はアプリケーションを終了する。或いは、制御部１３０
は、現在実行されているメニュー又はアプリケーションを終了せずに、ホーム画面を表示
することもできる。
【００３３】
　また、図６（ａ）に示したように、動作画面表示中にタッチスクリーン１２０で携帯端
末機１００のユーザの手のひらがツイストされると、制御部１３０は、パームタッチの移
動を感知する。この際、制御部１３０は、パームタッチのタッチ位置の変化を感知してパ
ームタッチの移動を感知する。ここで、制御部１３０は、パームタッチの該当する領域の
境界部に配置される座標の変化を感知してパームタッチの移動を感知する。或いは、制御
部１３０は、パームタッチの該当する領域の境界部に配置される座標を、連結する軸のう
ちの長軸の方向変化により感知してパームタッチの移動を感知することができる。また、
制御部１３０は、パームタッチの移動方向を追跡し、移動距離を検出する。また、移動距
離が臨界値以上の距離の場合に、制御部１３０は、図６（ｂ）に示したように、タッチス
クリーン１２０にロックを設定する。この際、制御部１３０は、オーディオ処理部１５０
を介してタッチスクリーン１２０のロックを通知するためのオーディオ信号を出力する。
【００３４】
　一方、３１１段階でパームタッチに移動がないと判断された場合、制御部１３０は、３
１７段階でパームタッチの保持時間を検出する。即ち、パームタッチが保持範囲内の該当
する領域から離脱しない場合、制御部１３０は、パームタッチが移動なしに保持されてい
ると判断する。また、制御部１３０は、３１９段階で保持時間を予め設定された臨界値の
時間と比較する。ここで、臨界値の時間は、単一数値であり、一定間隔で区分される多数
個の数値よりなる。即ち、制御部１３０は、保持時間が臨界値以上の時間であるか否かを
判断する。
【００３５】
　次に、３１９段階で保持時間が臨界値以上の時間と判断された場合、制御部１３０は、
３２１段階でパームタッチのタッチ入力を決定してそれに対応する機能を実行する。この
際、保持時間が臨界値の時間に該当する数値のうちの下限値以上の場合に、制御部１３０
は、保持時間を臨界値の時間に該当するそれぞれの数値と比較する。また、制御部１３０
は、保持時間に対応する数値を検出してパームタッチのタッチ入力を決定し、それに対応
する機能を実行する。この際、制御部１３０は、タッチスクリーン１２０でパームタッチ
の解除に対応してタッチ入力を決定し、それに対応する機能を実行する。その後、制御部
１３０は、図２にリターンする。一方、３１９段階で保持時間が臨界値未満の時間と判断
された場合、制御部１３０は、そのまま図２にリターンする。
【００３６】
　例えば、制御部１３０は、図７（ａ）に示したような動作画面を表示する。この際、制
御部１３０は、画像通話又はデジタル放送受信などを実行し、映像又は音声のうちの少な
くともいずれか１つを再生する。また、図７（ｂ）に示したように、動作画面表示中にタ
ッチスクリーン１２０で携帯端末機１００のユーザの手のひらが接触すると、制御部１３
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０は、パームタッチの保持を感知する。この際、制御部１３０は、パームタッチの保持時
間を検出する。また、保持時間が臨界値以上の時間の場合に、制御部１３０は、動作画面
に対応して映像又は音声の再生を停止させる。また、図７（ｂ）に示したように、映像又
は音声の再生が停止された状態でタッチスクリーン１２０から携帯端末機１００のユーザ
の手のひらの接触が解除されると、制御部１３０は、図７（ａ）に示したような映像又は
音声の再生を継続する。
【００３７】
　また、制御部１３０は、図７（ａ）に示したような動作画面を表示する。この際、制御
部１３０は、映像又は音声のうちの少なくともいずれか１つの再生を停止させる。ここで
、動作画面は、映像の停止画面である。また、図７（ｂ）に示したように、動作画面表示
中にタッチスクリーン１２０で携帯端末機１００のユーザの手のひらが接触すると、制御
部１３０は、パームタッチの保持を感知する。この際、制御部１３０は、パームタッチの
保持時間を検出する。そして、保持時間が臨界値以上の時間の場合に、制御部１３０は、
動作画面に対応して映像又は音声の再生を継続する。
【００３８】
　一方、２１７段階でタッチ面積が臨界値未満の面積と判断された場合、制御部１３０は
、２２１段階で、タッチをフィンガータッチとして把握し、フィンガータッチに対応する
機能を実行するためのフィンガータッチモードを行う。この際、タッチ面積が臨界値の面
積に該当する数値のうちの下限値未満の場合に、制御部１３０は、フィンガータッチモー
ドを行う。ここで、制御部１３０は、フィンガータッチの移動の有無、移動距離、移動方
向、又は保持時間のうちの少なくともいずれか１つによってタッチ入力を更に区分し、そ
れに対応する機能を実行する。このようなフィンガータッチモード実行方法をより詳細に
説明すると、次の通りである。
【００３９】
　図８は、図２のフィンガータッチモード実行方法の一例を示す流れ図である。また、図
９及び図１０は、図２のフィンガータッチモード実行方法の一例を説明するための例示図
である。
【００４０】
　図８を参照すると、制御部１３０は、８１１段階でフィンガータッチに移動があるか否
かを判断する。この際、制御部１３０は、フィンガータッチがタッチ位置から予め設定さ
れた保持範囲内の該当する領域から離脱するか否かを確認してフィンガータッチの移動の
有無を判断する。
【００４１】
　８１１段階でフィンガータッチに移動があると判断された場合、制御部１３０は、８１
３段階で、フィンガータッチの移動方向を追跡し、移動距離を検出する。フィンガータッ
チの移動は、フィンガータッチのドラッグ、スイープ、及びツイストなどを含む。次に、
制御部１３０は、８１５段階で移動距離を予め設定された臨界値の距離と比較する。ここ
で、臨界値の距離は、単一数値であり、一定間隔で区分される多数個の数値よりなる。ま
た、臨界値の距離は、特定の方向に対応して設定される。この際、制御部１３０は、移動
距離を臨界値の距離と比較し、移動距離を移動方向と関連させて臨界値の距離と比較する
。即ち、制御部１３０は、移動距離が臨界値以上の距離であるか否かを判断する。
【００４２】
　８１５段階で移動距離が臨界値以上の距離と判断された場合、制御部１３０は、８１７
段階でフィンガータッチのタッチ面積が変更されたか否かを判断する。次に、制御部１３
０は、８２３段階で、フィンガータッチのタッチ面積が変更されたか否かによってタッチ
入力を決定し、それに対応する機能を実行する。この際、移動距離が臨界値の距離に該当
する数値のうちの下限値以上の場合に、制御部１３０は、移動距離を臨界値の距離に該当
するそれぞれの数値と比較する。また、制御部１３０は、移動距離に対応する数値を検出
してフィンガータッチのタッチ入力を決定し、それに対応する機能を実行する。この際、
制御部１３０は、タッチスクリーン１２０でフィンガータッチの解除に対応してタッチ入
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力を決定し、それに対応する機能を実行する。その後、制御部１３０は、図２にリターン
する。一方、８１５段階で移動距離が臨界値未満の距離と判断された場合、制御部１３０
は、そのまま図２にリターンする。
【００４３】
　例えば、図９（ａ）に示したように、動作画面表示中にタッチスクリーン１２０で携帯
端末機１００のユーザの指がツイストされると、制御部１３０は、フィンガータッチの移
動を感知する。この際、制御部１３０は、フィンガータッチのタッチ位置の変化を感知し
てパームタッチの移動を感知する。ここで、制御部１３０は、フィンガータッチに該当す
る領域の境界部に配置される座標の変化を感知してフィンガータッチの移動を感知する。
或いは、制御部１３０は、フィンガータッチの該当する領域の境界部に配置される座標を
、連結する軸のうちの長軸の方向変化により感知してフィンガータッチの移動を感知する
ことができる。また、制御部１３０は、フィンガータッチの移動方向を追跡し、移動距離
を検出する。また、移動距離が臨界値以上の距離の場合に、制御部１３０は、図９（ｂ）
に示したように、動作画面を回転させる。
【００４４】
　また、図１０（ａ）に示したように、動作画面表示中にタッチスクリーン１２０の１つ
の角部（ｃｏｒｎｅｒ）の縁から内部に携帯端末機１００のユーザの指が移動（ｄｒａｇ
）すると、制御部１３０は、フィンガータッチの移動を感知する。この際、制御部１３０
は、フィンガータッチの移動方向を追跡し、移動距離を検出する。また、移動距離が臨界
値以上の距離の場合に、制御部１３０は、図１０（ｂ）に示したように、動作画面で対応
する角部を畳む効果を表現する。その後、図１０（ｃ）に示したように、タッチスクリー
ン１２０で携帯端末機１００のユーザの指が保持されると、制御部１３０は、フィンガー
タッチに対応するタッチ面積が変更されたか否かを判断する。タッチ面積が変更されたと
判断された場合、制御部１３０は、図１０（ｄ）に示したように、動作画面でブックマー
ク（ｂｏｏｋｍａｒｋ）処理する。即ち、制御部１３０は、動作画面の位置をお気に入り
リストに追加して記録する。
【００４５】
　一方、８１１段階でフィンガータッチに移動がないと判断された場合、制御部１３０は
、８１９段階でフィンガータッチの保持時間を検出する。即ち、フィンガータッチが保持
範囲内の該当する領域から離脱しない場合、制御部１３０は、フィンガータッチが移動な
しに保持されていると判断する。次に、制御部１３０は、８２１段階で保持時間を予め設
定された臨界値の時間と比較する。ここで、臨界値の時間は、単一数値であり、一定間隔
で区分される多数個の数値よりなる。即ち、制御部１３０は、保持時間が臨界値以上の時
間であるか否かを判断する。
【００４６】
　８２１段階で保持時間が臨界値以上の時間と判断された場合、制御部１３０は、８２３
段階でフィンガータッチのタッチ入力を決定してそれに対応する機能を実行する。この際
、保持時間が臨界値の時間に該当する数値のうちの下限値以上の場合に、制御部１３０は
、保持時間を臨界値の時間に該当するそれぞれの数値と比較する。また、制御部１３０は
、保持時間に対応する数値を検出してフィンガータッチのタッチ入力を決定し、それに対
応する機能を実行する。この際、制御部１３０は、タッチスクリーン１２０でフィンガー
タッチの解除に対応してタッチ入力を決定し、それに対応する機能を実行する。その後、
制御部１３０は、図２にリターンする。一方、８２１段階で保持時間が臨界値未満の時間
と判断された場合、制御部１３０は、そのまま図２にリターンする。
【００４７】
　上述した実施形態で、携帯端末機においてタッチ面積によってパームタッチとフィンガ
ータッチに区分されるものとして記載したが、これに限定されるものではない。即ち、携
帯端末機に多数個の臨界値の面積が設定されることによって、携帯端末機は、臨界値の面
積を利用してタッチ面積を多様な基準範囲によって区分することができる。また、携帯端
末機は、タッチ面積をタッチの移動の有無、移動距離、移動方向、又は保持時間のうちの
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少なくともいずれか１つと組み合わせてタッチ入力を決定し、それに対応する機能を実行
することができる。
【００４８】
　以上、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明したが、本発明は、上述の実施形態
に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変更実施
することが可能である。
【符号の説明】
【００４９】
　１００　　携帯端末機
　１１０　　無線通信部
　１２０　　タッチスクリーン
　１２１　　表示部
　１２３　　タッチパネル
　１２５　　タッチ感知部
　１２７　　信号変換部
　１３０　　制御部
　１３１　　面積検出部
　１３３　　移動追跡部
　１３５　　時間検出部
　１４０　　メモリ
　１５０　　オーディオ処理部
　１６０　　キー入力部

【図１】

【図２】

【図３】
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