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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】筐体への荷重を検出することにより設計の自由
度を高めることができるとともに高い操作性を実現する
ことが可能な情報処理装置を提供する。
【解決手段】情報処理装置１００は、筐体に設けられた
表示部１１６と、表示部１１６の表示面に対する操作体
の位置を検出する位置検出部１１２と、筐体に位置検出
部１１２と物理的に分離して配置され、表示部１１６の
裏面側から筐体に作用する荷重を検出する荷重検出部１
１４と、位置検出部１１２を備え、制御部１２０にて位
置検出結果に基づいて特定される操作体による指定位置
と、荷重検出部による荷重検出結果とに基づいて、所定
の操作処理の実行の可否を判断する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体に設けられた表示部と、
　前記表示部の表示面に対する操作体の位置を検出する位置検出部と、
　前記筐体に前記位置検出部と物理的に分離して配置され、前記表示部の裏面側から前記
筐体に作用する荷重を検出する荷重検出部と、
　前記位置検出部による位置検出結果に基づいて特定される前記操作体による指定位置と
、前記荷重検出部による荷重検出結果とに基づいて、所定の操作処理の実行の可否を判断
する制御部と、
を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記荷重検出部により検出された荷重が閾値荷重以上となったとき、前
記操作体による指定位置に表示された情報と関連付けられた操作処理の実行を決定する、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記操作体の指定位置が前記表示面の入力可能領域に存在するか否かに
基づいて、荷重検出結果に基づく表示操作処理の実行の可否を判断するか否かを決定する
、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記荷重検出部による荷重検出結果に基づいて、前記荷重力検出部によ
り検出された荷重と前記閾値荷重との大きさの関係を前記表示部に表示させる、請求項２
に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、実行されている操作処理に応じて、対応する振動または音のうち少なく
ともいずれか一方を出力させる、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記位置検出部により、前記表示面に対する操作体の位置が複数検出されたとき、
　前記制御部は、前記位置検出部により検出された最新の位置検出結果に基づいて、前記
操作体の指定位置を特定する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記表示部には、複数のキーからなるキーボードが表示されており、
　前記制御部は、前記位置検出部による位置検出結果に基づき特定された指定位置から選
択されたキーを特定し、前記荷重検出部による荷重検出結果に基づいて、前記選択された
キーに対応する情報の入力の可否を決定する、請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記荷重検出部は前記筐体に複数設けられ、
　前記制御部は、前記各荷重検出部による荷重検出結果に基づいて、実行する前記表示操
作処理を決定する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記複数の荷重検出部により検出された荷重の変化に基づいて、前記表
示面に表示されている内容のスクロール速度を決定する、請求項８に記載の情報処理装置
。
【請求項１０】
　前記荷重検出部は、前記筐体の、前記表示面に対して略垂直な側面に少なくとも１つ設
けられる、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　筐体に設けられた表示部の表示面に対する操作体の位置を位置検出部により検出するス
テップと、
　前記筐体に前記位置検出部と物理的に分離して配置され、前記表示部の裏面側から前記
筐体に作用する荷重を荷重検出部により検出するステップと、
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　前記位置検出部による位置検出結果に基づいて特定される前記操作体による指定位置と
、前記荷重検出部による荷重検出結果とに基づいて、所定の操作処理の実行の可否を判断
するステップと、
を含む、情報処理方法。
【請求項１２】
　筐体に設けられた表示部の表示面に対する操作体の位置を位置検出部に検出させる位置
検出制御手段と、
　前記筐体に前記位置検出部と物理的に分離して配置され、前記表示部の裏面側から前記
筐体に作用する荷重を荷重検出部に検出させる荷重検出制御手段と、
　前記位置検出部による位置検出結果に基づいて特定される前記操作体による指定位置と
、前記荷重検出部による荷重検出結果とに基づいて、所定の操作処理の実行の可否を判断
する制御手段と、
を備える、情報処理装置として機能させるためのプログラム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法およびプログラムに関し、より詳細には、位置
センサおよび圧力センサを備える情報処理装置、情報処理方法およびプログラム関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルは、直感的で使いやすいユーザインタフェースを実現可能であることから
、従来から交通機関の発券機や銀行のＡＴＭ等に使用されていた。近年では、タッチパネ
ルはユーザの動作を検出することも可能となり、従来のボタン操作にはない機器の操作を
実現することができるようになった。これにより、近年、携帯電話機やゲーム機器などの
携帯機器にタッチパネルが多く用いられるようになっている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、タッチパネル上の押圧位置と、タッチパネルに対する押圧力
とを検出し、押圧位置および押圧力に応じた処理を実行する情報処理システムが開示され
ている。これにより、タッチパネルに対する操作の多様性を実現することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２０３０４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１のように、通常、タッチパネルはディスプレイの近傍に配置されて
いる。このような構造のタッチパネルにおいて、ユーザがタッチパネルに対して指を押し
込む押し込み操作を行うと、ディスプレイに対して大きな負荷がかかる。このため、タッ
チパネルを用いた操作において、ハードウェア上の制約や耐久性が問題となる。
【０００６】
　また、タッチパネルでの押し込み操作は、どの程度押し込みできたかをユーザが認識す
るのが困難であったり、押し込んだ状態で指を移動させる動作等負荷の高い操作となった
りすることもある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、筐体への荷重を検出することにより設計の自由度を高めることができるとともに高い
操作性を実現することが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法および
コンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、筐体に設けられた表示部と、
表示部の表示面に対する操作体の位置を検出する位置検出部と、筐体に位置検出部と物理
的に分離して配置され、表示部の裏面側から筐体に作用する荷重を検出する荷重検出部と
、位置検出部による位置検出結果に基づいて特定される操作体による指定位置と、荷重検
出部による荷重検出結果とに基づいて、所定の操作処理の実行の可否を判断する制御部と
、を備える、情報処理装置が提供される。
【０００９】
　制御部は、荷重検出部により検出された荷重が閾値荷重以上となったとき、操作体によ
る指定位置に表示された情報と関連付けられた操作処理の実行を決定してもよい。
【００１０】
　制御部は、操作体の指定位置が表示面の入力可能領域に存在するか否かに基づいて、荷
重検出結果に基づく表示操作処理の実行の可否を判断するか否かを決定してもよい。
【００１１】
　制御部は、荷重検出部による荷重検出結果に基づいて、荷重検出部により検出された荷
重と閾値荷重との大きさの関係を表示部に表示させてもよい。
【００１２】
　制御部は、実行されている操作処理に応じて、対応する振動または音のうち少なくとも
いずれか一方を出力させるようにしてもよい。
【００１３】
　位置検出部により、表示面に対する操作体の位置が複数検出されたとき、制御部は、位
置検出部により検出された最新の位置検出結果に基づいて、操作体の指定位置を特定して
もよい。
【００１４】
　表示部には、複数のキーからなるキーボードが表示されており、制御部は、位置検出部
による位置検出結果に基づき特定された指定位置から選択されたキーを特定し、荷重検出
部による荷重検出結果に基づいて、選択されたキーに対応する情報の入力の可否を決定し
てもよい。
【００１５】
　荷重検出部は筐体に複数設けられ、制御部は、各荷重検出部による荷重検出結果に基づ
いて、実行する表示操作処理を決定してもよい。
【００１６】
　制御部は、複数の荷重検出部により検出された荷重の変化に基づいて、表示面に表示さ
れている内容のスクロール速度を決定することもできる
【００１７】
　荷重検出部は、筐体の、表示面に対して略垂直な側面に少なくとも１つ設けてもよい。
【００１８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、筐体に設けられた表示
部表示部の表示面に対する操作体の位置を位置検出部により検出するステップと、筐体に
位置検出部と物理的に分離して配置され、表示部の裏面側から筐体に作用する荷重を荷重
検出部により検出するステップと、位置検出部による位置検出結果に基づいて特定される
操作体による指定位置と、荷重検出部による荷重検出結果とに基づいて、所定の操作処理
の実行の可否を判断するステップと、を含む、情報処理方法が提供される。
【００１９】
　さらに、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、筐体に設けられた表
示部の表示面に対する操作体の位置を位置検出部に検出させる位置検出制御手段と、筐体
に位置検出部と物理的に分離して配置され、表示部の裏面側から筐体に作用する荷重を荷
重検出部に検出させる荷重検出制御手段と、位置検出部による位置検出結果に基づいて特
定される操作体による指定位置と、荷重検出部による荷重検出結果とに基づいて、所定の
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操作処理の実行の可否を判断する制御手段と、を備える、情報処理装置として機能させる
ためのプログラムが提供される。
【００２０】
　コンピュータプログラムは、コンピュータが備える記憶装置に格納され、コンピュータ
が備えるＣＰＵに読み込まれて実行されることにより、そのコンピュータを上記の情報処
理装置として機能させる。また、コンピュータプログラムが記録された、コンピュータで
読み取り可能な記録媒体も提供される。記録媒体は、例えば磁気ディスクや光ディスクな
どである。
【発明の効果】
【００２１】
　以上説明したように本発明によれば、筐体への荷重を検出することにより設計の自由度
を高めることができるとともに高い操作性を実現することが可能な、情報処理装置、情報
処理方法およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例を示すブロック図で
ある。
【図２】同実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す説明図である。
【図３】同実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の他の例を示す説明図である
。
【図４】同実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の他の例を示す説明図である
。
【図５】同実施形態に係る情報処理装置に対する操作の概要を示す説明図である。
【図６】同実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。
【図７】情報処理装置による荷重変化に基づく操作実行判定処理を示すフローチャートで
ある。
【図８】操作体の接触位置と操作入力可能領域との関係を示す説明図であって、接触位置
が操作入力可能領域内にある場合を示す。
【図９】操作体の接触位置と操作入力可能領域との関係を示す説明図であって、接触位置
が操作入力可能領域外にある場合を示す。
【図１０】荷重変化に基づく操作実行判定処理において、荷重変化の状態をユーザにフィ
ードバックする処理をさらに行う場合の処理を示すフローチャートである。
【図１１】荷重変化に基づく操作処理の実行の決定方法を示す説明図である。
【図１２】荷重変化および負荷時間に基づく操作処理の実行の決定方法を示す説明図であ
る。
【図１３】荷重変化の状態をフィードバックする方法の一例を示す説明図である。
【図１４】同実施形態に係る情報処理装置による、荷重の加え方や指定位置の移動等に応
じて実行する操作処理を決定する操作実行判定処理を示すフローチャートである。
【図１５】荷重の加え方や指定位置の移動等に応じて実行する操作処理を説明するための
説明図である。
【図１６】操作処理の実行に基づき行われる物理的フィードバック方法の一例を示す説明
図である。
【図１７】操作処理の実行に基づき行われる物理的フィードバック方法の他の一例を示す
説明図である。
【図１８】同実施形態に係る情報処理装置のオンスクリーンキーボードへの適用を説明す
る説明図である。
【図１９】圧力センサの他の配置例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
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なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．情報処理装置の概要
　２．情報処理装置の機能構成
　３．情報処理装置による操作実行判定処理
　４．適用例、変形例
【００２５】
　＜１．情報処理装置の概要＞
　［情報処理装置のハードウェア構成例］
　まず、図１～図４を参照して、本発明の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構
成について説明する。なお、図１は、本実施形態に係る情報処理装置１００のハードウェ
ア構成例を示すブロック図である。図２～図４は、本実施形態に係る情報処理装置１００
のハードウェア構成例を示す説明図である。
【００２６】
　本実施形態に係る情報処理装置１００は、図１に示すように、ＣＰＵ１０１と、ＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２と、不揮発性メモリ１０３と、表
示装置１０４と、タッチパネル１０５と、圧力センサ１０６とを備える。
【００２７】
　ＣＰＵ１０１は、上述したように、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プ
ログラムに従って情報処理装置１００内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ１０１は、
マイクロプロセッサであってもよい。ＲＡＭ１０２は、ＣＰＵ１０１の実行において使用
するプログラムや、その実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これら
はＣＰＵバスなどから構成されるホストバスにより相互に接続されている。不揮発性メモ
リ１０３は、ＣＰＵ１０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する。不揮発
性メモリ１０３は、例えばＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やフラッシュメ
モリ等を用いることができる。
【００２８】
　表示装置１０４は、情報を出力する出力装置の一例である。表示装置１０４として、例
えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉ
ｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置などを用いることができる。タッチパネル１０５は、ユー
ザが情報を入力する入力装置の一例であって、情報を入力ための入力手段と、ユーザによ
る入力に基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ１０１に出力する入力制御回路などから構成
されている。圧力センサ１０６も、タッチパネル１０５と同様、ユーザが情報を入力する
入力装置の一例である。
【００２９】
　本実施形態に係る情報処理装置１００では、タッチパネル１０５と圧力センサ１０６と
が物理的に分離されて配置されている。例えば、図２に示すように、タッチパネル１０５
と圧力センサ１０６とは、表示装置１０４を介して対向するように設けることができる。
また、例えば図３に示すように、タッチパネル１０５を表示装置１０４の表示面の一部に
設け、表示装置１０４を介して圧力センサ１０６と対向するように設けてもよい。あるい
は、図４に示すように、表示装置１０４の一面側（例えば表示面側）にタッチパネル１０
５を設け、表示装置１０４の他面側（例えば背面側）に圧力センサ１０６として歪みゲー
ジを複数箇所設ける構成としてもよい。
【００３０】
　なお、本発明はかかる例に限定されず、タッチパネル１０５と圧力センサ１０６とが物
理的に分離して設けられていればよく、必ずしもタッチパネル１０５と圧力センサ１０６
とを対向させて配置しなくともよい。例えば図１９に示すように、表示面上にタッチパネ
ル１０５を設け、情報処理装置１００の筐体の側面に圧力センサ１０６を設けてもよい。
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【００３１】
　［情報処理装置への操作情報の入力］
　このような情報処理装置１００に対して、ユーザは、タッチパネル１０５上で操作体を
動かし、筐体に荷重を加えることにより、操作情報を入力することができる。情報処理装
置１００は、入力された操作情報に基づき、各種処理を実行することができる。例えば、
図５に示すようなプレート形状の情報処理装置１００において、ユーザが表示部に表示さ
れたアイコン等のオブジェクト２１０に接触して位置指定を行うと、その指定位置に対す
る決定や選択等の操作が、圧力センサ１０６の荷重検出結果に基づき行われる。
【００３２】
　このとき、圧力センサ１０６は、表示面１００ａに対する圧力ではなく、背面１００ｂ
側に対する荷重を検出する。すなわち、表示面１００ａに対する押圧力を、表示面１００
ａ以外に設けられた圧力センサ１０６によって検出する。これは、ユーザが表示面１００
ａに対して圧力を加えるときに、情報処理装置１００の筐体を支持する手や机等の他の物
体との接触面には反発力が生ずる。この筐体にかかる反発力を圧力センサ１０６により検
出することで、情報処理装置１００は、ユーザが表示面１００ａに対して加えている圧力
の大きさを推定し、処理の実行の可否を判定することができる。
【００３３】
　このように、ユーザが加える圧力を表示面１００ａ以外の箇所で検出することにより、
表示部に対する負荷を軽減することができる。また、操作体による指定位置を検出するタ
ッチパネル１０５と、筐体への荷重を検出する圧力センサ１０６とを物理的に分離して配
置可能とすることで、センサ間の電気的な干渉を回避することができ、ノイズの発生を抑
えることができる。また、操作体が動かされる操作面（表示面）に圧力センサ１０６を配
置するスペースがない場合でも、圧力センサ１０６をタッチパネル１０５と分離して配置
できるので、デバイスデザインの自由度を高めることができる。
【００３４】
　以下、本実施形態に係る情報処理装置１００の機能構成と、これによる情報処理方法に
ついて、詳細に説明していく。なお、以下の説明においては、タッチパネル１０５および
圧力センサ１０６は、図２に示すように配置されているものとする。
【００３５】
　＜２．情報処理装置の機能構成＞
　まず、図６に基づいて、本実施形態に係る情報処理装置１００の機能構成を説明する。
なお、図６は、本実施形態に係る情報処理装置１００の機能構成を示すブロック図である
。本実施形態に係る情報処理装置１００は、図６に示すように、入力表示部１１０と、制
御部１２０と、位置判定部１３０と、荷重判定部１４０と、記憶部１５０と、処理実行部
１６０とを備える。
【００３６】
　入力表示部１１０は、情報を表示するとともに情報を入力するための機能部であって、
位置検出部１１２と、荷重検出部１１４と、表示部１１６とを備える。位置検出部１１２
は、図１のタッチパネル１０５に対応し、例えば静電式タッチパネル等を用いることがで
きる。この場合、位置検出部１１２は、操作体が表示部１１６の表示面に接触したか否か
に応じて変化する静電容量の値を検出する。操作体が表示面に接触すると、位置検出部１
１２により検出される静電容量が増加することから、位置検出部１１２の検出した静電容
量の値が所定の値を超えたとき、操作体が表示面に接触したと判定することができる。位
置検出部１１２は、検出した静電容量の値を検出結果として制御部１２０へ出力する。
【００３７】
　荷重検出部１１４は、図１の圧力センサ１０６に対応し、操作体による操作によって情
報処理装置１００の筐体に加えられた荷重を検出する。荷重検出部１１４は、例えば静電
式や、抵抗式、圧電式等の各種圧力センサ、あるいは歪みゲージ等を用いることができる
。荷重検出部１１４は、筐体に加えられた荷重の大きさに応じた電気信号を検出結果とし
て制御部１２０へ出力する。また、表示部１１６は、図１の表示装置１０４に対応する出
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力装置であって、実行処理部１６０により実行された処理に応じて表示情報を表示する。
【００３８】
　制御部１２０は、位置検出部１１２および荷重検出部１１４から入力された検出結果に
基づいて、情報処理装置１００により行われる処理の実行可否を判断する制御部である。
制御部１２０は、位置検出部１１２から位置検出結果として静電容量の値が入力されると
、位置判定部１３０に当該値を出力する。そして、制御部１２０は、位置判定部１３０に
対して操作体の接触有無および接触位置を特定させ、その結果（位置検出結果）を受け取
る。
【００３９】
　また、制御部１２０は、荷重検出部１１４から入力された荷重の大きさを示す電気信号
を荷重判定部１４０へ出力し、荷重判定部１４０に対して、操作体の動作により生じた荷
重の大きさや荷重の変化量を判定させる。そして、制御部１２０は、荷重判定部１４０の
判定結果を受け取ると、当該判定結果および位置検出結果に基づいて、当該操作により特
定される処理の実行可否を判定する。そして、制御部１２０は、処理を実行すると判定し
た場合には、実行処理部１６０に対して処理の実行を指示する。
【００４０】
　位置判定部１３０は、位置検出部１１２の検出結果に基づいて、表示部１１６の表示面
に対する操作体の接触の有無および接触位置を判定する。位置判定部１３０は、制御部１
２０から位置検出部１１２の各静電センサの検出した静電容量の値が入力されると、操作
体が表示部１１６の表示面に接触しているか否かを判定する。位置判定部１３０は、静電
容量の増加量が所定の値を超えたとき操作体が表示面に接触したと判定する。また、位置
判定部１３０は、所定の値以上の静電容量が検出された静電センサの位置より、表示面に
おける操作体の接触位置も認識することができる。そして、位置判定部１３０は、操作体
が表示面に接触したか否かについての判定結果と、接触したと判定した場合には操作体の
接触位置とを、制御部１２０へ出力する。
【００４１】
　荷重判定部１４０は、荷重検出部１１４の検出結果に基づいて、操作体による操作によ
って情報処理装置１００の筐体に加えられた荷重の大きさを判定する。本実施形態に係る
情報処理装置１００では、ユーザが表示面において操作体を動かすことにより筐体に加わ
る荷重の大きさに基づき、処理の実行可否を決定する。そこで、荷重判定部１４０は、制
御部１２０が処理の実行可否を決定するための判定に用いる、筐体への荷重の大きさやそ
の変化を判定する。このとき、荷重判定部１４０は、記憶部１５０を参照して、筐体への
荷重の大きさと各種閾値荷重とを比較し、比較結果を制御部１２０へ出力する。
【００４２】
　記憶部１５０は、図１の不揮発性メモリ１０３に対応し、本実施形態に係る情報処理装
置１００による処理の実行可否を判定するために用いられる各種設定情報が記憶されてい
る。設定情報としては、例えば、操作体の接触を判定するための閾値や、表示面における
接触位置を特定する際に基準とする基準位置に関する情報、処理の実行を決定する際の閾
値荷重や閾値時間等がある。これらの設定情報は、予め記憶部１５０に記憶されていても
よく、ユーザによって設定し記憶部１５０に記録してもよい。
【００４３】
　実行処理部１６０は、制御部１２０によって決定された処理を実行する。実行処理部１
６０は、決定された処理を実行することにより表示部１１６の表示情報を変化させる場合
には、その表示情報を表示部１１６に出力する。
【００４４】
　＜３．情報処理装置による操作実行判定処理＞
　［３－１．荷重変化に基づく操作実行判定処理］
　本実施形態に係る情報処理装置１００は、ユーザが操作体である指を表示面に接触させ
たとき、その接触位置に関連付けられた処理の実行の可否を荷重検出部１１４による荷重
検出結果に基づき判定する。まず、図７～図９に基づいて、基本となる情報処理装置１０
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０による荷重変化に基づく操作実行判定処理について説明する。なお、図７は、情報処理
装置１００による荷重変化に基づく操作実行判定処理を示すフローチャートである。図８
および図９は、操作体の接触位置と操作入力可能領域との関係を示す説明図である。
【００４５】
　情報処理装置１００による操作実行判定処理は、まず、表示面上で操作体によって位置
指定が行われているか否かを判定することから開始される（ステップＳ１００）。情報処
理装置１００の位置検出部１１２による位置検出結果は、制御部１２０へ所定のタイミン
グ（例えば、位置検出部１１２によるサンプリング周期）で制御部１２０に出力され、位
置判定部１３０により位置検出結果に基づき表示面に対する接触の有無が判定される。
【００４６】
　例えば、位置検出部１１２が静電容量の値を位置検出結果として出力するとき、位置判
定部１３０は、静電容量の値と、操作体が表示面に接触したときの静電容量の値（接触判
定閾値）とを比較する。そして、検出された静電容量の値が接触判定閾値以上である場合
には、位置判定部１３０は操作体が表示面に接触したと判定し、ステップＳ１０２の処理
へ進む。一方、検出された静電容量の値が接触判定閾値未満である場合には、位置判定部
１３０は、操作体は表示面に接触していないと判定し、当該処理を終了する。そして、ま
た、ステップＳ１００からの処理が開始される。
【００４７】
　操作体が表示面に接触したと判定すると、位置判定部１３０は、操作体の接触位置、す
なわち操作体による指定位置が操作入力可能領域であるか否かを判定する（ステップＳ１
０２）。操作入力可能領域とは、ユーザが操作体を操作して入力した操作情報を有効とす
る領域であり、かかる領域内に指定位置が存在するときのみ、操作情報に基づく処理の実
行が可能となる。操作入力可能領域は、表示情報に応じて設定することができる。例えば
、アイコン等のオブジェクト２１０の表示領域を操作入力可能領域と設定した場合には、
オブジェクト２１０の表示領域内に操作体による指定位置が存在する場合にのみ、後述の
処理が行われる。
【００４８】
　例えば、図８に示すように操作入力可能領域２２０が設定されている場合、操作体であ
る指の指定位置が操作入力可能領域２２０内にあれば、制御部１２０により、ステップＳ
１０４以降の処理の実行の可否の判定が行われる。一方、図９に示すように、操作体であ
る指の指定位置が操作入力可能領域２２０外にあるときには、ユーザから入力されている
操作情報は無視され、制御部１２０は、所持の実行の可否を判定せずに当該処理を終了す
る。操作入力可能領域を設定することにより、操作体による指定位置に応じた処理を正し
く実行することができ、誤操作を防止することができる。
【００４９】
　操作体による指定位置が操作入力可能領域２２０に存在する場合、制御部１２０は、荷
重検出部１１４から荷重検出結果を取得する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０４に
て荷重検出部１１４により検出される荷重は、ユーザが操作体を操作することによって表
示面以外の筐体に働く反発力である。本実施形態では、荷重検出部１１４が表示面の反対
側の面である筐体の背面側に設けられていることから、荷重検出部１１４は、情報処理装
置１００の筐体を指示する手や物体等から筐体の背面に対して加わる荷重を検出する。
【００５０】
　そして、制御部１２０は、荷重検出部１１４により検出される荷重の変化を検知する（
ステップＳ１０６）。そして、所定値以上の荷重の変化があったことを検知すると、制御
部１２０は、表示面上で操作体が接触する指定位置に応じて、実行する操作処理の実行を
決定する（ステップＳ１０８）。一方、例えば、所定時間が経過しても所定値以上の荷重
の変化がない場合には、制御部１２０は、指定位置に基づく操作処理は実行せず、当該処
理を終了する。
【００５１】
　以上、本実施形態に係る情報処理装置１００による荷重変化に基づく操作実行判定処理
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について説明した。かかる処理によれば、操作体により指定した指定位置に基づき実行さ
れる操作処理の実行の可否を、表示面以外に加わる荷重の変化に応じて判定する。このよ
うに、位置検出部１１２による位置検出結果と、荷重検出部１１４による荷重検出結果と
の組合せに基づき、処理の実行可否を判定することで、表示面に対して大きな負荷をかけ
ずにユーザの押し込み操作を判定し、処理の実行可否を判定することが可能となる。
【００５２】
　［３－２．荷重変化のフィードバック処理］
　次に、図１０～図１３に基づいて、上記３－１で説明した荷重変化に基づく操作実行判
定処理において、荷重変化の状態をユーザにフィードバックする処理をさらに行う場合に
ついて説明する。このように、荷重変化の状態をユーザにフィードバックすることにより
、どのくらい表示面を押し込んでいるか、どのくらいさらに押し込むと処理が実行される
か等をユーザが認識することができ、操作性を向上させることができる。なお、図１０は
、荷重変化に基づく操作実行判定処理において、荷重変化の状態をユーザにフィードバッ
クする処理をさらに行う場合の処理を示すフローチャートである。図１１は、荷重変化に
基づく操作処理の実行の決定方法を示す説明図である。図１２は、荷重変化および負荷時
間に基づく操作処理の実行の決定方法を示す説明図である。図１３は、荷重変化の状態を
フィードバックする方法の一例を示す説明図である。
【００５３】
　本例の情報処理装置１００の処理も、上記３－１で説明した荷重変化に基づく操作実行
判定処理と同様、まず、表示面上で操作体によって位置指定が行われているか否かを判定
することから開始される（ステップＳ２００）。情報処理装置１００の位置検出部１１２
による位置検出結果は、制御部１２０へ所定のタイミングで制御部１２０に出力され、位
置判定部１３０により位置検出結果に基づき表示面に対する接触の有無が判定される。接
触の有無は、上述したように、静電容量値の値と接触判定閾値との比較により判定するこ
とができる。
【００５４】
　検出された静電容量の値が接触判定閾値以上である場合には、位置判定部１３０は操作
体が表示面に接触したと判定し、ステップＳ２０２の処理へ進む。一方、検出された静電
容量の値が接触判定閾値未満である場合には、位置判定部１３０は、操作体は表示面に接
触していないと判定し、当該処理を終了する。そして、また、ステップＳ２００からの処
理が開始される。
【００５５】
　操作体が表示面に接触したと判定すると、位置判定部１３０は、操作体の接触位置、す
なわち操作体による指定位置が操作入力可能領域であるか否かを判定する（ステップＳ２
０２）。操作体による指定位置が操作入力可能領域２２０に存在する場合、制御部１２０
は、荷重検出部１１４から荷重検出結果を取得する（ステップＳ２０４）。本実施形態で
は、荷重検出部１１４が表示面の反対側の面である筐体の背面側に設けられていることか
ら、ステップＳ２０４では、荷重検出部１１４は、情報処理装置１００の筐体を指示する
手や物体等から筐体の背面に対して加わる荷重を検出する。一方、操作体による指定位置
が操作入力可能領域２２０外である場合には、ユーザから入力されている操作情報は無視
され、制御部１２０は、所持の実行の可否を判定せずに当該処理を終了する。
【００５６】
　なお、ステップＳ２００～Ｓ２０４の処理は、図７のステップＳ１００～Ｓ１０４の処
理と同一とすることができる。
【００５７】
　そして、制御部１２０は、ステップＳ２０４にて取得された荷重の変化が、操作体の指
定位置に基づく処理の実行を決定するための操作決定条件を具備するか否かを判定する（
ステップＳ２０６）。操作決定条件としては、例えば、荷重の大きさが所定の閾値荷重を
超えることや、閾値荷重を超えた時間が所定の閾値時間以内であること、等の条件を設定
することができる。操作決定条件は、予め設定されていてもよく、ユーザが設定してもよ
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い。
【００５８】
　例えば、ユーザが表示面を押し込んだとき操作処理を実行させる場合を考える。ここで
、図１１に示すように、ユーザが表示面を押し込むにつれて筐体の背面側にかかる荷重は
大きくなる。これより、この荷重の大きさが閾値荷重を超えた場合、制御部１２０は操作
処理の実行を決定する、という操作決定条件を設定することができる。また、ユーザが表
示面を押し込んだ後力を抜く動作を行ったときに操作処理を実行させる場合を考えると、
この動作により、筐体の背面側にかかる荷重は、図１２に示すように、閾値荷重を超えた
後、再び閾値荷重を下回るように変化する。そこで、筐体の背面側にかかる荷重が閾値荷
重を超えている時間Δｔが所定の閾値時間以内であるとき、制御部１２０は操作処理の実
行を決定する、という操作決定条件を設定することができる。
【００５９】
　ステップＳ２０６にて、荷重検出部１１４により検出された荷重の変化が操作決定条件
を具備していると判定した場合には、制御部１２０は、表示面上で操作体が接触する指定
位置に応じて、実行する操作処理の実行を決定する（ステップＳ２０８）。一方、条件を
具備しないと判定した場合には、制御部１２０は、現在の荷重の変化の状態を、ユーザに
フィードバックする（ステップＳ２１０）。
【００６０】
　荷重変化のフィードバックは、例えば図１３に示すように、筐体の背面側に加えられて
いる荷重の大きさをグラフィカルにユーザに提示することができる。提示する方法として
は、例えば、ユーザが操作体により指定する位置にあるオブジェクト２１０の色を、荷重
の大きさに応じて変化させる方法がある。筐体の背面からの荷重が所定の大きさ以下であ
るときには、図１３左に示すように、オブジェクト２１０を荷重が小さいことを示す色（
例えば、青色）で表示する。筐体の背面側への荷重が検出されない場合も、同様に表して
もよい。そして、荷重が大きくなるにつれて、オブジェクト２１０の領域のうち背面に荷
重がかかっていることを示す色（例えば赤色）が付された領域を増加させていく。そして
、荷重が閾値荷重以上となったとき、オブジェクト２１０内の領域をすべて背面に荷重が
かかっていることを示す色にする。
【００６１】
　このように、荷重の大きさの変化に応じてオブジェクト２１０の色を変化させることに
より、ユーザは視覚的に自己が加えている荷重の大きさを認識することができる。これに
よって、ユーザは、現在どの程度の荷重を加えているか、操作処理を実行させるためにど
の程度の荷重を加える必要があるか、等を認識することができるので、操作を行い易くな
る。なお、図１３では、指定位置にあるオブジェクト２１０自体の色を変化させることで
荷重変化をフィードバックしたが、本発明はかかる例に限定されず、オブジェクト２１０
とは別の領域に、荷重変化をフィードバックするための表示を設けてもよい。
【００６２】
　ステップＳ２１０では、現在の荷重変化の状態を、このような表示によってユーザにフ
ィードバックする。ユーザはこの表示を見て、操作処理の実行を開始するために必要な動
作を認識し、操作体を操作する。例えば、図１３の下側左から２番目、３番目の図のよう
に、操作処理の実行が開始されるまでにさらに荷重を加えなければならないことが示され
ているときには、ユーザは、さらに表示面を押し込むことにより操作処理を実行させるこ
とができる。このように荷重変化の状況をフィードバックすることで、ユーザが表示面に
対して過度の負荷をかけることも防止できる。
【００６３】
　その後、制御部１２０は、ステップＳ２０６の処理に戻り、荷重変化が操作決定条件を
満たしているか否かを判定し、再び操作処理の実行（ステップＳ２０８）または荷重変化
の状態のフィードバック（ステップＳ２１０）を行う。
【００６４】
　以上、本実施形態に係る情報処理装置１００による荷重変化に基づく操作実行判定処理
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において、荷重変化の状態をユーザにフィードバックする処理をさらに行う場合について
説明した。かかる処理によれば、操作体により指定した指定位置に基づき実行される操作
処理の実行の可否を、表示面以外に加わる荷重の変化に応じて判定する。このように、位
置検出部１１２による位置検出結果と、荷重検出部１１４による荷重検出結果との組合せ
に基づき、処理の実行可否を判定することで、表示面に対して大きな負荷をかけずにユー
ザの押し込み操作を判定し、処理の実行可否を判定することが可能となる。
【００６５】
　また、荷重変化の状態をユーザにフィードバックすることで、現在どの程度の荷重を加
えているか、操作処理を実行させるためにどの程度の荷重を加える必要があるか、等をユ
ーザが認識することが可能となる。これにより、操作性の高い情報処理装置１００をユー
ザに提供することができる。
【００６６】
　［３－３．操作の拡張］
　次いで、図１４および図１５に基づいて、上記３－１、３－２において説明した荷重変
化に基づく操作実行判定処理を拡張し、荷重の変化や指定位置の移動等に応じて実行する
操作処理を決定する、操作実行判定処理について説明する。本例では、ユーザが表示面を
押し込む状態をマウスのボタンを押下するマウスダウンの操作に対応付け、マウスによる
クリックやロングクリック、ホールド、ドラッグアンドドロップ等の操作を可能とする。
これにより、ユーザは様々な操作を行うことができる。以下の説明では、荷重の変化や指
定位置の移動により、ドラッグアンドドロップ操作を行うときの処理について説明する。
【００６７】
　なお、図１４は、本実施形態に係る情報処理装置１００による、荷重の加え方や指定位
置の移動等に応じて実行する操作処理を決定する操作実行判定処理を示すフローチャート
である。図１５は、荷重の加え方や指定位置の移動等に応じて実行する操作処理を説明す
るための説明図である。
【００６８】
　本例の情報処理装置１００の処理も、上記３－１で説明した荷重変化に基づく操作実行
判定処理と同様、まず、表示面上で操作体によって位置指定が行われているか否かを判定
することから開始される（ステップＳ３００）。情報処理装置１００の位置検出部１１２
による位置検出結果は、制御部１２０へ所定のタイミングで制御部１２０に出力され、位
置判定部１３０により位置検出結果に基づき表示面に対する接触の有無が判定される。接
触の有無は、上述したように、静電容量値の値と接触判定閾値との比較により判定するこ
とができる。
【００６９】
　検出された静電容量の値が接触判定閾値以上である場合には、位置判定部１３０は操作
体が表示面に接触したと判定し、ステップＳ３０２の処理へ進む。一方、検出された静電
容量の値が接触判定閾値未満である場合には、位置判定部１３０は、操作体は表示面に接
触していないと判定し、当該処理を終了する。そして、また、ステップＳ３００からの処
理が開始される。
【００７０】
　操作体が表示面に接触したと判定すると、位置判定部１３０は、操作体の接触位置、す
なわち操作体による指定位置が操作入力可能領域であるか否かを判定する（ステップＳ３
０２）。操作体による指定位置が操作入力可能領域２２０に存在する場合、制御部１２０
は、荷重検出部１１４から荷重検出結果を取得する（ステップＳ３０４）。本実施形態で
は、荷重検出部１１４が表示面の反対側の面である筐体の背面側に設けられていることか
ら、ステップＳ３０４では、荷重検出部１１４は、情報処理装置１００の筐体を指示する
手や物体等から筐体の背面に対して加わる荷重を検出する。一方、操作体による指定位置
が操作入力可能領域２２０外である場合には、ユーザから入力されている操作情報は無視
され、制御部１２０は、所持の実行の可否を判定せずに当該処理を終了する。
【００７１】
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　なお、ステップＳ３００～Ｓ３０４の処理は、図７のステップＳ１００～Ｓ１０４の処
理と同一とすることができる。
【００７２】
　そして、制御部１２０は、ステップＳ３０４にて取得された荷重が、所定の閾値荷重以
上であるか否かを判定する（ステップＳ３０６）。本例では、荷重の変化や指定位置の移
動に基づき、ドラッグアンドドロップの操作を行う。そこで、まず、操作体が移動対象と
なるオブジェクト２１０を押下することにより生じる筐体の背面への荷重が所定の閾値荷
重以上となったとき、制御部１２０は当該オブジェクト２１０を選択し、ホールドする。
すなわち、荷重検出部１１４により検出された荷重が、閾値荷重以上となることを、オブ
ジェクト２１０をホールドするための操作決定条件とすることができる。
【００７３】
　ステップＳ３０６にて、荷重検出部１１４により検出された荷重が閾値荷重未満である
ときには、制御部１２０は、現在の荷重の変化の状態を、ユーザにフィードバックする（
ステップＳ３０８）。荷重変化のフィードバックは、上記３－２のステップＳ２１０の処
理と同様に行うことができ、例えば、筐体の背面側に加えられている荷重の大きさをグラ
フィカルにユーザに提示することにより、荷重変化の状態をフィードバックすることがで
きる。その後、制御部１２０は、ステップＳ３０６の処理に戻り、荷重変化が操作決定条
件を満たしているか否かを判定する。
【００７４】
　ステップＳ３０６にて、荷重検出部１１４により検出された荷重が閾値荷重以上である
と判定されると、制御部１２０は、表示面上での指定位置において、操作体を押し込む動
作が行われたと判断し、押し込み状態であることを示す表示を表示部１１６にする（ステ
ップＳ３１０）。押し込み状態であることは、例えば図１３に示すように、操作対象であ
るオブジェクト２１０の色を押し込み状態であることを示す色にすることで示すこともで
き、押し込み状態であることを示す表示（文字やマーク等）によって示すこともできる。
あるいは、音や光によって押し込み状態であることをユーザに通知することもできる。
【００７５】
　その後、制御部１２０は、荷重が閾値荷重以上となったときの押し込み開始時刻と、操
作体による指定位置（基準位置）とをメモリ（図示せず。）に記憶する（ステップＳ３１
２）。これらの情報は、どのような操作処理を実行するかを決定するために用いられる。
そして、制御部１２０は、荷重検出部１１４による荷重検出結果を取得して、荷重が再び
閾値荷重未満となる時点を監視する（ステップＳ３１４）。
【００７６】
　ここで、荷重が閾値荷重以上である状況が継続している場合には、制御部１２０は、図
１５に示すように、ホールドされているオブジェクト２１０をドラッグする操作処理の実
行を決定する。すなわち、制御部１２０は、現在操作体が指定する指定位置を取得し、基
準位置からの移動方向および移動量に基づき、ホールドしているオブジェクト２１０を移
動させるよう処理実行部１６０へ指示する。処理実行部１６０は、制御部１２０の指示に
基づき表示処理を行い、オブジェクト２１０が操作体の動きに応じて移動するように表示
部１１６に表示する。荷重検出部１１４により検出される荷重が閾値荷重以上である状況
が継続する間は、このような処理を繰り返し、ホールドされたオブジェクト２１０をドラ
ッグできるようにする。
【００７７】
　このように、表示面を押し続けた状態で操作体を移動させる動作は、ユーザによって負
荷の高いものである。ここで、本実施形態の情報処理装置１００では、筐体の背面側に設
けられた圧力センサ１０６（荷重検出部１１４）によって筐体への荷重を検出する。そし
て、制御部１２０は、その荷重を表示面に対する荷重に読み替えて、操作処理の実行を決
定する。このように、表示面に直接かかる荷重ではなく、表示面以外にかかる荷重を検出
することで、ユーザは、操作面を押し込む負荷を指で受けることなく、オブジェクト２１
０をドラッグすることができる。
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【００７８】
　そして、ステップＳ３１４にて荷重が閾値荷重より小さくなったとき、制御部１２０は
、操作体を表示面に押し込んでいた押し込み状態が終了したと判断し（ステップＳ３１６
）、押し込み開始時刻または指定位置に応じた操作処理の実行を決定する（ステップＳ３
１８）。このとき、制御部１２０は、例えば図１５に示すように、ホールドしていたオブ
ジェクト２１０を、荷重が閾値荷重より小さくなった時点における操作体の指定位置にド
ロップする処理の実行を決定する。このようにして、本実施形態に係る情報処理装置１０
０により、ドラッグアンドドロップの操作を実現することができる。
【００７９】
　なお、ここで、制御部１２０は、押し込み開始時刻からステップＳ３１６にて押し込み
状態が終了したと判断した押し込み終了時刻までの時間が、閾値時間内であるか否かに応
じて処理の実行を決定するようにしてもよい。押し込み開始時刻から押し込み終了時刻ま
での時間は、すなわち、筐体の背面側にかかる荷重が閾値荷重を超えている時間Δｔに相
当する。ステップＳ３０６にて、荷重検出部１１４により検出された荷重が閾値荷重以上
であると判定されると、指定位置にあるオブジェクト２１０はホールドされた状態となる
。この状態になると、ユーザは閾値荷重以上の荷重を加えた状態で操作体を移動させるこ
とでオブジェクト２１０を移動させることができるが、基準位置から移動させずに所定時
間以上押し込み状態続けたか否かによって、実行する処理を決定してもよい。
【００８０】
　すなわち、ステップＳ３１６にて押し込み状態が終了したと判断されたとき、操作体が
基準位置から移動した移動量が所定の値未満であり、かつ時間Δｔが閾値時間未満である
場合には、いずれの処理の実行も行わないようにする。一方、操作体が基準位置から移動
した移動量が所定の値未満であり、かつ時間Δｔが閾値時間以上である場合には、ホール
ドされていたオブジェクト２１０に関連付けられた所定の処理（例えば、アプリケーショ
ンの実行処理等）の実行を決定する。そして、操作体が基準位置から移動した移動量が所
定の値以上である場合には、上述したようなドラッグ操作の実行を決定する。このように
、押し込み状態の時間や操作体の移動量を用いることにより、様々な処理を実行すること
ができるようになる。
【００８１】
　また、図１４に示す処理に基づき、上述したドラッグアンドドロップ等以外の操作処理
の実行を決定することもできる。例えば範囲選択操作に図１４に示す処理を適用すること
ができる。この場合、荷重検出部１１４により検出された荷重が閾値荷重以上となったと
きの操作体の指定位置（基準位置）から、閾値荷重以上の荷重を加えた状態で任意の方向
に操作体を移動させる。そうすると、移動後の操作体の指定位置と基準位置とを結ぶ直線
を対角線とする正方形の領域が選択領域となり、表示部１１６に表示された情報を選択す
ることができる。
【００８２】
　そして、荷重検出部１１４により検出された荷重が閾値荷重未満となったとき、制御部
１２０は、このときの操作体の指定位置と基準位置とにより形成される選択領域に含まれ
る情報の選択処理の実行を決定する。このように、ドラッグアンドドロップ以外の操作処
理にも、図１４の処理を適用することができる。
【００８３】
　以上、本実施形態に係る情報処理装置１００による荷重の変化や指定位置の移動等に応
じて実行する操作処理を決定する操作実行判定処理について説明した。かかる処理によれ
ば、操作体により指定した指定位置に基づき実行される操作処理の実行の可否を、表示面
以外に加わる荷重の変化に応じて判定する。このように、位置検出部１１２による位置検
出結果と、荷重検出部１１４による荷重検出結果との組合せに基づき、処理の実行可否を
判定することで、表示面に対して大きな負荷をかけずにユーザの押し込み操作を判定し、
処理の実行可否を判定することが可能となる。
【００８４】



(15) JP 2011-221640 A 2011.11.4

10

20

30

40

50

　また、荷重変化の状態をユーザにフィードバックすることで、現在どの程度の荷重を加
えているか、操作処理を実行させるためにどの程度の荷重を加える必要があるか、等をユ
ーザが認識することが可能となる。これにより、操作性の高い情報処理装置１００をユー
ザに提供することができる。
【００８５】
　さらに、筐体の背面にかかる荷重を検出することで、表示面を押し込みながら操作体を
移動させる動作を行う際に、指等の操作体にかかる負荷を低減することができる。これに
より、ユーザは、操作体を表示面に押し込みながら移動させる動作を容易に行うことがで
きるようになる。また、このようにデバイスの操作性が向上することにより、様々に操作
体を動作させることができ、かかる操作体の動作に応じて多様な処理を実行することが可
能となる。
【００８６】
　ここで、３－１～３－３にて説明した操作実行判定処理において、ユーザが筐体の背面
側にかけている荷重状態に応じて、物理的なフィードバックを発生させるようにしてもよ
い。物理的なフィードバックは、例えば、振動や音等を用いて行うことができる。このと
き、情報処理装置１００には、振動を発生させるためのアクチュエータや、出力される音
源とこれを出力するスピーカ等が設けられる。フィードバックされる情報は、１つであっ
てもよく、複数であってもよい。
【００８７】
　振動により荷重状態のフィードバックを行う場合を考えると、例えば図１６に示すよう
に、荷重が閾値荷重以上となったとき、アクチュエータを駆動して筐体を振動させるよう
にしてもよい。これにより、荷重が閾値荷重以上となったときに実行することが決定され
た操作処理の開始を、ユーザは認識することができる。
【００８８】
　また、上記３－３で説明したドラッグアンドドロップの操作実行判定処理において物理
的なフィードバックを行う場合には、図１７に示すように、荷重が閾値荷重以上となった
ときにアクチュエータを駆動して第１の振動を発生させる。ユーザは、この振動を受ける
ことにより、ドラッグ可能状態となったことを認識できる。その後、ユーザは閾値荷重以
上の荷重を加えた状態で操作体を移動させることで、指定位置にあるオブジェクトをドラ
ッグすることができる。このとき、情報処理装置１００は、ドラッグ中は第１の振動と大
きさの異なる第２の振動（例えば、第１の振動よりも小さい振動）を、所定の間隔で周期
的に発生させるように、アクチュエータを駆動する。これにより、閾値荷重以上の負荷を
加えており、指定位置にあるオブジェクトをドラッグすることができる状態にあることを
ユーザが認識することができる。
【００８９】
　そして、背面にかかっている荷重が閾値荷重未満となったとき、情報処理装置１００は
、アクチュエータを駆動して振動を発生させる。これにより、ドラッグ可能状態が終了し
、オブジェクトがドロップされたことをユーザは認識することができる。ドロップしたと
きに発生する振動を、ドラッグ中に発生させていた第２の振動と異なるようにする（例え
ば、第１の振動と同一の振動とする）ことで、実行される処理が切り替わったことをユー
ザは明確に認識できるようになる。
【００９０】
　＜４．適用例、変形例＞
　上記説明では、表示面に表示されたアイコン等のオブジェクト２１０を操作対象として
、操作実行判定処理について説明したが、他の操作対象についても同様に操作実行判定処
理を適用し、操作することができる。
【００９１】
　［オンスクリーンキーボードへの適用］
　例えば、本実施形態に係る情報処理装置１００による操作実行判定処理は、図１８に示
すように、オンスクリーンキーボードを操作対象とすることもできる。図１８に示すよう
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に、表示面１００ａには、複数のキーが配列されてなるキーボードが表示されている。ユ
ーザは、表示されているキーに触れ、押圧することで、操作体が接触している位置のキー
に対応する文字を選択することができる。そして、ユーザは、押し込んだ指の力を抜くこ
とで、選択した文字の入力を決定することができる。
【００９２】
　ユーザがキーの表示されている位置に指を接触させ、表示面を押圧すると、筐体の背面
に対して当該筐体を支持している物体（例えば、手や机等）から荷重が加えられる。情報
処理装置１００は、キーに接触している指の位置から選択されたキーの位置を特定し、か
かる状態で筐体の背面に対する荷重が閾値荷重以上となったとき、選択されているキーの
入力処理の実行を決定する。
【００９３】
　オンスクリーンキーボードを用いた文字の入力は、両手を用いて交互に入力するのが通
常である。例えば、プレート形状の情報処理装置１００に表示されたオンスクリーンキー
ボードを操作する場合には、図１８に示すように、右手の親指および左手の親指を操作体
として文字入力を行うことができる。このとき、キーの選択を行わない場合にもそれぞれ
の手の親指がディスプレイに接触している場合もあり、荷重検出部１１４により閾値荷重
以上の荷重が検知されば場合に、どちらの親指の位置にあるキーの文字を入力すればよい
か不明となる。
【００９４】
　そこで、オンスクリーンキーボードの表示領域を右手領域と左手領域とに分割し、それ
ぞれの領域に圧力センサ１０６を設ける。これにより、押し込まれたキーが存在する領域
に設けられた圧力センサ１０６によって荷重が検知されるので、情報処理装置１００の制
御部１２０は、右手の親指または左手の親指のいずれがキーを押下しているかを判定する
ことができる。
【００９５】
　また、右手領域に設けられた圧力センサ１０６と、左手領域とに設けられた圧力センサ
１０６とから、ともに閾値荷重以上の荷重が検出された場合には、後に閾値荷重以上の荷
重を検出した圧力センサ１０６の荷重検出値を採用するようにしてもよい。これにより、
複数の操作体が表示面に接触している場合にも処理の実行を正しく決定することが可能と
なり、マルチタッチによる誤検出を防止することができる。
【００９６】
　［圧力センサの配置］
　上述の説明では、表示面以外に筐体にかかる荷重を検出する圧力センサ１０６は、筐体
の背面に対する荷重を検出するために、筐体の背面側に、タッチパネル１０５と分離して
設けられていたが、他の位置に設けることも可能である。圧力センサ１０６は、ユーザが
情報処理装置１００の筐体を把持する手や、筐体を支持する物体等から受ける荷重変化を
検出し易い場所に配置するのがよい。
【００９７】
　例えば、図１９に示すように、圧力センサ１０６を筐体の側面にかかる荷重を検出可能
に設けることもできる。手のひらで筐体の背面側を支持しながら親指で操作入力する場合
、筐体の対向する側面に指が置かれる。かかる状態で、例えば、筐体を握る動作を行うと
、側面に設けられた圧力センサ１０６が指から加えられた荷重を検出することができる。
【００９８】
　情報処理装置１００は、例えば、操作対象であるオブジェクトを親指で触れ、かつ筐体
を握って筐体に荷重を加えると、検出される荷重が閾値荷重以上となったとき、選択され
ているオブジェクトに関連付けられた処理を実行させることができる。このように、上述
の説明と同様、このような構成の情報処理装置１００においても、タッチパネル１０５に
より検出された指定位置と、圧力センサ１０６により検出された荷重に基づいて、所定の
処理の実行を決定することができる。
【００９９】
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　また、圧力センサ１０６を複数設けることができることから、例えば、筐体の背面側に
複数の圧力センサ１０６を設けることもできる。このような構成とすることで、各圧力セ
ンサ１０６による荷重検出結果の変化より、背面を支持する手の動きを検出することも可
能となる。本実施形態に係る情報処理装置１００では、取得された背面の手の動きと操作
体の指定位置とを用いて、より多様な操作を行うこともできる。
【０１００】
　例えば、表示面上で操作体を所定の方向（例えば上方向）に移動させ、かつ、筐体の背
面側を支持する手を操作体の移動方向と反対方向（下方向）に移動させるとする。このと
き、操作体の移動方向に配列された複数の圧力センサ１０６の検出値が時間の経過に伴い
順に増加後減少する。この検出値の変化と、表示面における操作体の指定位置の変化から
、上記の手の動き（ジェスチャ）を認識することができ、これに応じた操作処理の実行を
することができる。かかるジェスチャには、例えば、高速スクロール処理を対応付ける付
けることができる。表示面上の操作体のみを移動させて表示面に表示された情報をスクロ
ールさせるという通常の操作処理に対して、操作体および支持する手を移動させる場合に
は、通常よりも高速にスクロールさせるようにする。このように、複数の圧力センサ１０
６を配置することによって、情報処理装置１００を用いて行われている様々な動作を認識
でき、様々な操作処理を実行させることができる。
【０１０１】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１０２】
　例えば、上記実施形態では、タッチパネル１０５により２次元の位置情報を取得したが
、本発明はかかる例に限定されない。例えば、図３に示すように、表示装置１０４の端辺
にタッチパネル１０５を設けて１次元の位置情報を取得可能なデバイスにも、本発明は適
用可能である。
【０１０３】
　また、上記実施形態では筐体の背面の１面にのみ圧力センサ１０６を設けたが、本発明
はかかる例に限定されず、筐体の複数の面に圧力センサ１０６を設けてもよい。例えば、
表体の背面側と表示面側とに設けたり、背面側と図１９に示すように側面側とに設けたり
してもよい。これにより、各圧力センサ１０６より取得される荷重検出値を用いて、操作
処理の実行を決定するための条件を多様に設定することができ、様々な操作を行うことが
可能となる。
【符号の説明】
【０１０４】
　１００　　情報処理装置
　１１０　　入力表示部
　１１２　　位置検出部
　１１４　　荷重検出部
　１１６　　表示部
　１２０　　制御部
　１３０　　位置判定部
　１４０　　荷重判定部
　１５０　　記憶部
　１６０　　処理実行部
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