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(57) Abstract An el ical device provided with a touch panel
det㏄ ts the contact point between the user's finger and the touch
panel and i・denti・fies a contact regi・on i・ncludi・ng the det㏄ ted contact
poi・nt i・f touch-operated by the user The el tri・cal devi・・ ㏄ ce calc山ates
the rea of the i・denti・fied contact regi・on and reads the corr ti・㏄ on
value stored i・n a correcti・on value DB i・n association wi・th the calcu
lated area The el㏄ tri・cal devi・ce determi・nes the di・splay mode of a

・ ・ ・cursor which should be displayed on the touch panel according to
the shape of the i・denti・fied contact regi・on and the correcti・on value
read 甘 m the corr㏄ ti・on value DB The el tri・cal devi・ce di・・ ㏄ splays
the cursor i・n the determi・ned di・splay mode on a 山・splay secti・on・

(57) 要約 タ ッチパネルを有する電気機器は、 ー
ザによってタッチ操作 された場合、 ーザの指とタッ
チパネルとの接触点、を検出し、検出した接触点、を含む
接触領域を特定する。電気機器は、特定 した接触領域
の面積を算出し、算出した面積に対応付げて補正値
B に格納されて Λ る補正値を読み出す。電気機器は、
特定 した接触領域の形状と、補正値 D B から読み出し
た補正値 とに基づ Λ て、タ ッチパネルに表示す き
カーソルの表示態様を決定する。電気機器は、決定 し
た表示態様でカーソルを表示部に表示させる。

」



明 細 苫

コンピユ一タプログラム、入力装置及び入カ方法

技術分野

０００1 本発明は、接触操作にょって人力情報を受け付ける入力装置をコンピュータで実

現するためのコンピュータプログラム、入力装置及び入カ方法に関する。

背景技術

０００2 近年、各種の電気機器では、タッチパネルにょる入出カインタフェースが採用され

ている。タッチパネルは、画面に表示されたメニュー又はボタン等をユーザが指又は

専用のぺンで直接触れることで操作できるので、直感的な操作が可能であり、使い易

いインタフェースである。

０００3 タッチパネルは、ユーザが画面に短時間触れた場合に、触れた箇所に表示されて

いたメニュー又はボタンを操作対象として受け付ける。また、ユーザが画面に触れた

場合に、触れた箇所の近傍にヵ一ソルを表示させるタッチパネルも提案されている (

特許文献 ，2参照 )。このょぅなタッチパネルを操作する場合、ユーザは、画面に触

れた状態で指又はぺンを移動させる。タッチパネルは、ユーザが触れている箇所の

移動に応じてヵ一ソルを移動させ、ユーザが画面との接触を終了させた場合に、終

了直前にヵ一ソルが指し示していたメニュー又はボタンを操作対象として受け付ける

特許文献 1 :特開平6 9０8号公報

特許文献2 :特開2００ 9 5 8 7号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 上述したょぅなタッチパネルでは、ユーザが触れた箇所に対応するメニュー又はボ

タンを精度ょく判定することが要求される。例えば、タッチパネルが、ユーザが意図し

ていないメニュー又はボタンを誤って操作対象として受け付けた場合、機器は、ユー

ザが意図していない動作を行なぅ。この場合の操作は誤操作となり、ユーザは操作を

やり直す必要があるので操作性が悪化する。



０００5 本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものてあり、その目的とするところは、ユーザ

の接触操作による接触領城に対応する操作対象を桔度よく判定するためのコンピュ
ータプロクラム、入力装置及ひ入カ方怯を提供することにある。

課題を解決するための手段

０００6 本願に開示するコンピュータプロクラムは、コンピュータに、所定の接触対象に対す

る接触操作による入力情報を受け付けさせるためのコンピュータプロクラムてある。本

願に開示するコンピュータプロクラムは、接触対象に対して接触操作された接触領城

の情報を取得し、取得した接触領城の情報に某ついて、操作対象指示子の表示態

様を決定し、決定した表示態様て操作対象指示子を表示させる表示指示を出力す

る処理をコンピュータに実行させる。

０００7 本願に開示するコンピュータプロクラムては、所定の接触対象に対して接触操作さ

れた接触領城に応した操作対象指示子の表示態様を決定することか可能となる。

発明の効果

０００8 本願は、接触操作された接触領城に応した表示態様て操作対象指示子を表示さ

せるのて、機器の使用状況又はユーザの接触状況等の影響を受けす、適切な態様

て操作対象指示子を表示てきる。よって、ユーザの接触操作による接触領城に対応

する操作対象を桔度よく判定てきる。

図面の簡単な説明

０００9 図 実施形態 の電気機器の構成例を示すフロソク図てある。

図2 実施形態 の補正値 の格納内容を示す模式図てある。

図3 実施形態 の電気機器の機能構成例を示す機能フロソク図てある。

図4 実施形態 の表示画面例を示す模式図てある。

図5 実施形態 の入力情報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図6 実施形態 の入力情報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図7 実施形態2の表示画面例を示す模式図てある。

図8 実施形態2の入力情報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図9 実施形態2の入力情報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図 限値 の格納内容を示す模式図てある。



図11 実施形態3の電気機器の機能構成例を示す機能フロノク図てある。

図12 実施形態3の入力盾報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図13 実施形態3の入力盾報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図14 実施形態4の補正値 の格納内容を示す模式図てある。

図15 実施形態4の電気機器の機能構成例を示す機能フロノク図てある。

図16 実施形態4の入力盾報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図17 実施形態4の入力盾報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図18 実施形態 5の電気機器の外観を示す模式図てある。

図19 実施形態 5の電気機器の構成例を示すフロノク図てある。

図2０実施形態 5の補正値 の格納内容を示す模式図てある。

図2 1 実施形態 6の電気機器の機能構成例を示す機能フロノク図てある。

図22 クラスタリンク処理を説明するための模式図てある。

図23 実施形態 6の入力盾報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図24 実施形態 6の入力盾報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図25 実施形態 7の電気機器の機能構成例を示す機能フロノク図てある。

図26 補正値 の更新処理を説明するための模式図てある。

図27 補正値 の更新処理を説明するための模式図てある。

図28 実施形態 7の入力盾報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図29 実施形態 7の入力盾報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図3０実施形態 7の入力盾報受付処理の手順を示すフローチャートてある。

図3 1 実施形態 8の電気機器の構成例を示すフロノク図てある。

符号の説明

０ 電気機器 (入力装置)

制御都

接触点検出部

2 接触領城算出部

3 表示態様決定部

4 ヵ一ソル表示指示部



記盾部

4 a 補正値

6 タノチパネル

6 ０ 表示部

6 タノチセンザ

発明を実施するための最良の形態

００1 1 以下に、本願に開示するコンピュータプロクラム、入力装置及ひ入カ方怯を、タノ

チパネルを備えた電気機器を例とした各実施形態を示す図面に某ついて梓述する。

本願に開示するコンピュータプロクラムは、ユーザインタフェース用のミトルウェアて

ある ミトルウェアとして各電気機器に提供される。しかし、本願に開示するコンピュ
ータプロクラムは、このような構成には限られす、例えは、Wlndows (登録商標 ) 、

等のO S (Ope a ng s em ) ソフトウェアに細み込まれる形て提供されてもよい。ま

た、本願に開示するコンピュータプロクラムは、計算機ソフトウェア又はメーラー等の

アプリケーションソフトウェアに細み込まれる形て提供されてもよい。

００12 本願に開示する入力装置は、本願に開示するコンピュータプロクラムを、タノチパ

ネルを備えた電気機器に読み取らせて実行させることによって実現される。

なお、タノチパネルを備えた電気機器としては、例えは、公知のタフレノト型のパー

ソナルコンピュータ、クラウトコンピューティンクシステムを利用する際に用いる端末装

置等かある。また、タノチパネルを備えた電気機器としては、携帯電話機、P S (Pe s

o na and phone s e m ) (Pe sona D g a A ss s an s) 携帯ケ一ム機等の

携帯端末かある。更に、タノチパネルを備えた電気機器としては、コピー機、ブリンタ

、ファクシミり装置、複合機、ヵ一ナヒケーション装置、テシタルヵメラ等の機器かある

００13 また、コンヒ二工ンスストア等に設置され、各種のテータのタウンロートか可能なマ

ルチメティアステーション装置、銀行に設置された現今 自動預け払い機 ( (A o

a c T e e Machlne) 装置) 等も、本願の入力装置を実現てきる。更に、各種の自動

販売機及ひ自動券売機、各種の案内板、レストランに設置された任文システム、図菩

館に設置された貸し出しシステム等も、本願の入力装置を実現てきる。



００14 (実施形態 )

以下に、実施形態 に係る電気機器について説明する。図 は実施形態 の電気

機器の構成例を示すブロック図である。本実施形態 の電気機器 ０は、例えばパー

ソナルコンピュータであり、制御部 、 O (Read O n Memo ) 2 R (Random

Access Memo ) 3 、記憶部4 、各種処理部 5 、タッチパネル6 等を備える。これらのハ

ードウェア各部はそれぞれバス a を介して相互に接続される。

００15 本実施形態 の電気機器 ０ほ、本願に開示するコンピュータプログラムを O 2

又は記憶部4 に予め格納しており、制御部 がこのコンピュータプログラムを実行する

ことによって本願に開示する入力装置としての動作を実現する。なお、本願に開示す

るコンピュータプログラムが ミドルウェアとして O 2に格納されている場合には、

制御部 は、 S ソフトウェアを実行させた後、 S 上で 1ミドルウェアを実行させる。

００16 また、本願に開示するコンピュータプログラムが S ソフトウェアに細み込まれて O

2に格納されている場合には、制御部 は、 S ソフトウェアの実行の際に、本願に
。開示するコンピュータプログラムも実行させる。また、本願に開示するコンピュータフ

ログラムがアプリケーションソフトウェアに細み込まれて O 2又は記憶部4 に格納さ

れている場合には、制御部 は、アプリケーションソフトウェアの実行の際に、本願に

開示するコンピュータプログラムも実行させる。

００17 制御部 は C P (Cen a ocess ng Un )又は P (Mc o ocesso Un ) 等
。であり、所定のタイミングに従って、 O 2又は記憶部4 に予め格納してある制御フ

ログラムを適宜R 3に読み出して実行する。また制御部 は、上述したハードウェ
ア各部の動作を制御する。 O 2は、電気機器 ０として動作するために必要な種

々の制御プログラムを予め格納している。R 3はS R 又はフラッシュメモり等で

あり、制御部 による制御プログラムの実行時に発生する種々のデータを一時的に記

憶する。

００18 記憶部4 は、例えばハードディスクドライブ又はフラッシュメモり等である。記憶部4

は、電気機器 ０として動作するために必要な種々の制御プログラムを予め格納して

いる。また、記憶部 、図2に示すような補正値データベース (以下、補正値 とい
ぅ) 4 aを格納している。補正値 4aの詳細については後述する。



００19 各種処理部 5は、制御部 からの指示に従って各種の処理を実行する。なお、各種

の処理とは、電気機器 ０が実行可能な処理であり、電気機器 ０がパーソナルコンピ

ュータであればパーソナルコンピュータとして実行可能な処理である。また、電気機

器 ０が携帯電話機であれば、各種処理部 5は、例えば、音声データを送受信する通

話処理、電子メールを送受信するデータ通信処理等の処理を行なぅ。

００2０ タッチパネル6は、表示部6０及びタッチセンザ 6 を備える。表示部6０及びタッチセ

ンサ6 ほそれぞれバス aに接続されている。

表示部6０は、例えば被品ディスプレイであり、制御部 からの指示に従って、電気

機器 ０の動作状態、ユーザに対して通知すべき情報等を表示する。また、表示部6

0は、電気機器 ０がタッチパネル6を介して受け付けるべき各種の情報に対応付けら

れた各種のボタン及びメニュー等を表示する。

００2 1 タッチセンザ 6 は、ユーザがタッチパネル6をタッチ操作 (接触操作 ) したか否かを

検出する。具体的には、タッチセンザ 6 は、例えば、押下された圧力を検出する圧

カセンザ、押下された箇所における静電容呈の変化を検出する静電容呈式センザ

等である。タッチセンザ 6 は、ユーザがタッチパネル6をタッチ操作することによって

変化する検出信号を制御部 へ送出する。なお、タッチセンザ6 は、タッチパネル6

上の接触箇所を赤外線又は超音波等を用いて検出する各種のセンザであってもよ

い。また、タッチパネル6の表面をヵメラによって撮像し、得られた画像に基づいて、タ

００22 図2は実施形態 の補正 jE 4aの格納内容を示す模式図である。図2に示すよぅ

に、補正 jE 4aには、接触領城の面積に対応させて補正値がそれぞれ格納されて

いる。接触領城の面積は、ュ一ザがタッチパネル6をタッチ操作する際にュ一ザがタ

ッチパネル6 に接触している領城の面積である。補正値は、ュ一ザがタッチパネル6

をタッチ操作している場合に表示されるカーソル (操作対象指示子) の表示態様を決

定する際に用いる数値である。補正 j 4aには、各接触領城の面積に対して最適

な補正値が予め格納される。なお、図2に示す補正 j 4aでは、接触領城の面積

を示す数値として適宜の範囲が設定されているが、 P xe 毎に補正値を設定しても

よい。



００23 以下に、本実施形態 の電気機器 ０において、制御部 が、 2又は記憶部4

に格納されている制御プログラムを実行することによって実現する機能について説明

する。図3は実施形態 の電気機器 ０の機能構成例を示す機能ブロック図、図4は

実施形態 の表示画面例を示す模式図である。

００24 図4 (a) は、計算機ソフトを電気機器 ０で実行させた場合にタッチパネル6に表示

される画面例を示し、ュ一ザが 自身の指 でタッチパネル6をタッチ操作している状態

を示す。なお、図4 (a) には矢印形状のヵ一ソルcが図示されているが、ュ一ザの指

がタッチパネルに接触する前にはヵ一ソルcはタッチパネル6に表示されない。図4 (b

) は、図4 (a) に示した画面例においてュ一ザがタッチ操作している箇所の拡大図で

ある。なお、図4 中の黒丸はュ一ザの指 がタッチパネル6に接触している接触点、

を模式的に示す。

００25 本実施形態 の電気機器 ０において、制御部 は、 2又は記憶部4に格納さ

れている制御プログラムを実行することによって、接触点検出部 、接触領城算出

部 2、表示態様決定部 3、ヵ一ソル表示指示部 4、操作対象特定部 5、入力情

報受付部 6、タッチ終了検知部 7等の機能を実現する。

００26 接触点検出部 は、タッチセンザ6 から出力される検出信号を取得する。接触点、

検出部 は、タッチセンザ6 からの検出信号に某づいて、タッチパネル6において

ュ一ザがタッチ操作している箇所を検出する。具体的には、接触点検出部 は、タ

ッチセンザ6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザがタッチ操作している箇所 (接触

点 )を、所定の某準点を某準とした座標の情報 (座標値) として取得する。

００27 図4に示す状況では、接触点検出部 は、図4 に黒丸で示した各接触点の座

標値を取得する。接触点検出部 は、検出した全ての接触点の座標値を接触領城

算出部 2及びタッチ終了検知部 7へ送出する。なお、某準点 (０ ０) は、例えば、タ

ッチパネル6の表示領城の左上の点であり、各接触点の座標値は、某準点 (０ ０)か
ら右方向を 座標軸とし、下方向を 座標軸とした座標値 ( )で表される。また、タ

ッチパネル6の表示領城の右上の点、左下の点又は右下の点を某準点としてもよい

００28 接触領城算出部 2は、接触点検出部 から全ての接触点の座標値を取得する。



接触領城算出部 (領城取得手段 ) 2は、全ての接触点の座標値に某づいて、全て

の接触点を含み、最小ザイズとなる矩形の領城 (接触領城 ) を特定し、特定した接触

領城の面積を算出する。図4 (b) に示す状況では、接触領城算出部 2は、全ての黒

丸を含み、最小ザイズとなる接触領城 を特定し、特定した接触領城 の面積を

算出する。接触領城算出部 2は、特定した接触領城 の形状及び面積を表示態

様決定部 3 に通知する。

００29 なお、接触領域 の形状は、例えば、接触領域 Oの各頂点の座標値を用いて通

知される。また、接触点検出部 から つの接触点の座標値しか取得しなかった場

合、接触領城算出部 2は、接触点検出部 から取得した接触点の座標値を接触

領城 の形状として表示態様決定部 3に通知する。

００3０ 表示態様決定部 3は、接触領城算出部 2から通知された接触領城 の形状及

び面積を取得する。表示態様決定部 (決定手段 ) 3は、取得した接触領城 の形

状及び面積に某づいて、表示部6０に表示させるカーソルの表示態様を決定する。

なお、表示態様決定部 3は、カーソルの表示態様として、カーソルの先端の位置の

座標値と、カーソルが指し示す方向とを決定する。

００3 1 表示態様決定部 3は、まず、補正値 4aの格納内容に某づいて、取得した接触

領城 の面積に応じた補正値を特定する。具体的には、表示態様決定部 3は、補

正 j 4aに格納されている接触領城の面積から、接触領城 の面積を含む範囲

を特定し、特定した範囲に対応する補正値を補正 jE から読み出す。

００3 2 ここで、図2に示す補正 j 4aには、接触領城の面積 「 」に対応する補正値が格

納されていない。よって、接触領城 の面積として「 」を接触領城算出部 2から通

知された場合、表示態様決定部 3は、補正 jE 4aに格納されている接触領城の

面積から、接触領城 の面積を含む範囲を特定できない。

００3 3 従って、表示態様決定部 3は、接触領城 の形状及び面積を取得した場合、ま

ず、取得した面積が、補正 j 4aに格納されている接触領城の面積の最小値 (図

2では「2」) 未満であるか否かを判断する。取得した面積が、補正 j 4aに格納さ

れている接触領域の面積の最Ⅱ、値未満であるど判断した場合、表示態様決定部 3

は、接触領城 の形状として接触領城算出部 2から通知された接触点の座標値を



操作対象特定部 5 に通知する。

００3 4 なお、補正値 4aの格納内容は図2に示した例に限られず、補正値 4aに格

納される接触領城の面積の最 、値も「2」に限られない。例えば、補正値 4aに格

納される接触領城の面積の最小値が 「4 」であるとする。この場合、表示態様決定部

3は、接触領城算出部 2から通知された接触領城 0の面積が ～3であれば、接触

領城算出部 2から通知された接触領城 の形状を操作対象特定部 5に通知する

。なお、表示態様決定部 3は、接触領域 Oの形状として、接触領域算出部 2から

通知された各接触点の座標値を操作対象特定部 5に通知する。

００3 5 取得した面積が、補正値 4aに格納されている接触領城の面積の最小値以上で

あると判断した場合、表示態様決定部 3は、取得した接触領城 の面積に応じた

補正値を補正値 4aから読み出す。

００3 6 次に表示態様決定部 3は、接触領城算出部 2から通知された接触領城 の形

状に某づいて、接触領城R の上方の長辺の中央位置の座標値を算出する。表示態

様決定部 3は、接触領城 の上方の長辺の中央位置から、この長辺に垂直な方

向に、補正値 4aから読み出した補正値だけ隔てた位置の座標値を算出する。な

お、接触領城 の上方の長辺の中央位置から補正値だけ隔てた位置が、矢印形状

のカーソルの先端位置となる。

００3 7 表示態様決定部 3は、カーソルの先端位置の座標値と、接触領城 の上方の長

辺の中央位置の座標値とをカーソル表示指示部 4 に通知する。なお、カーソルの先

端位置と、接触領城 の長辺の中央位置とを接続した直線の方向が、カーソルが

指し示す方向となる。また、表示態様決定部 3は、カーソルの先端位置の座標値を

操作対象特定部 5に通知する。

００3 8 カーソル表示指示部 4は、カーソルの先端位置の座標値と、接触領城 の長辺

の中央位置の座標値とを表示態様決定部 3から取得する。カーソル表示指示部 4

(出力手段 ) は、表示態様決定部 3から通知された表示態様でカーソルを表示させ

るための表示指示を表示部6０へ出力する。具体的には、カーソル表示指示部 4は

、通知されたカーソルの先端位置の座標値をカーソルの先端位置の座標値とし、カ

ーソルの先端位置と接触領城 の長辺の中央位置とを接続した直線上にカーソル



を配置させる表示指示を表示部6０へ出力する。

００39 これにより、表示部6０は、図4 (b)に示すよぅに、ユーザの指 の接触領城 から、

接触領城 の面積に応じた補正値 を隔てた位置を先端位置としたヵ一ソルCを表

示できる。

なお、ヵ一ソルCの長さ及び先端の形状等の情報は予め O 2又は記憶部4に格

納されている。従って、ヵ一ソル表示指示部 4は、 O 2又は記憶部4に格納され

ているヵ一ソルの情報を読み出し、読み出した情報が示す形状のヵ一ソルCの表示

指示を表示部6０へ出力する。

００4０ 接触点検出部 、接触領城算出部 2、表示態様決定部 3及びヵ一ソル表示指

示部 4は、タッチセンザ6 から検出信号が出力されている間、上述した各処理を行

なぅ。これにより、ユーザがタッチ操作する際の接触領城 の面積及び位置に応じて

適切なヵ一ソルCが表示される。

００4 1 操作対象特定部 5は、表示態様決定部 3から接触領城 の形状として接触点、

の座標値を通知された場合、通知された接触点の座標値に某づいて、この接触点に

対応する操作対象を特定する。

００42 なお、タッチパネル6に表示される操作ボタン及びメニュー等の操作対象の表示位

置及び表示ザイズ等の情報は、アプリケーションプログラム内で設定されている。各

操作対象の表示位置の情報は、例えば、操作対象の表示領城の左上の点の座標値

であり、某準点 (０ ０)から右方向を 座標軸とし、下方向を 座標軸とした座標値 (

)で表される。なお、某準点 (０ ０) は、例えば、タッチパネル6の表示領城の左上の

点であるが、タッチパネル6の表示領城の右上の点、左下の点又は右下の点を某準

００43 従って、操作対象特定部 5は、各操作対象の表示位置の情報を取得し、取得した

情報と、表示態様決定部 3から通知された接触点の座標値とに某づいて、この接触

点を表示領城に含む操作対象を特定する。操作対象特定部 5は、表示態様決定

部 3から通知された接触点を表示領城に含む操作対象を特定した場合、特定した

操作対象を入力情報受付部 6に通知する。なお、ュ一ザが操作対象の表示領城で

はない箇所をタッチ操作している場合には、表示態様決定部 3から通知された接触



点を表示領城に含む操作対象は特定できない。従って、操作対象を特定できない場

合は、操作対象特定部 5は、何も行なわない。

００44 入力情報受付部 6は、操作対象特定部 5から通知された操作対象に対応する情

報を特定し、特定した情報を入力情報として受け付ける。なお、各操作対象に対応

する情報もアプリケーションプログラム内で設定されている。これにより、ュ一ザによっ
てタッチ操作された接触領城 0の面積が、補正値 4aに格納された接触領城の

面積の最小値未満の面積であれば、接触領城 に対応する位置に表示されていた

操作対象が操作されたと特定される。

００45 タッチ終了検知部 7は、接触点検出部 から取得する接触点の座標値に某づい

て、ュ一ザによるタッチ操作が終了したか否かを判断する。具体的には、タッチ終了
検知部 7は、接触点検出部 から接触点の座標値の通知が終了した場合、ュ一ザ

によるタッチ操作が終了したことを検知する。タッチ終了検知部 7は、ュ一ザによる

タッチ操作が終了したことを検知した場合、タッチ操作が終了した旨を操作対象特定

部 5に通知する。

００46 操作対象特定部 5は、上述したよぅに、表示態様決定部 3からヵ一ソルの先端位

置の座標値を通知されている。操作対象特定部 5は、ヵ一ソルの先端位置の座標

値を通知されている状況で、タッチ終了検知部 7からタッチ操作の終了を通知され

た場合、通知されたヵ一ソルの先端位置の座標値に某づいて、この先端位置に対応

する操作対象を特定する。

００47 具体的には、操作対象特定部 5は、各操作対象の表示位置の情報と、表示態様

決定部 3から通知されたヵ一ソルの先端位置の座標値とに某づいて、ヵ一ソルの先

端位置を表示領城に含む操作対象を特定する。操作対象特定部 5は、ヵ一ソルの

先端位置を表示領城に含む操作対象を特定した場合、特定した操作対象を入力情

報受付部 6に通知する。なお、操作対象の表示領城ではない箇所をヵ一ソルが指

し示している状態でュ一ザがタッチ操作を終了した場合には、ヵ一ソルの先端位置

を表示領城に含む操作対象は特定できない。従って、操作対象を特定できない場合

は、操作対象特定部 5は、何も行なわない。

００48 入力情報受付部 6は、操作対象特定部 5から通知された操作対象に対応する情



報を特定し、特定した清報を入力情報として受け付ける。これにより、ュ一ザによるタ

ノチ操作か終了した時点てヵ一ソルCか指し示す位置に表示されていた操作対象か

操作されたと特定される。

００4 9 以下に、本実施形態 の電気機器 ０において、ュ一ザかタノチ操作している際に、

制御都 か行なぅ処理についてフローチヤートに某ついて脱明する。なお、ュ一ザか

タノチ操作している際に制御都 か行なぅ処理は、ヵ一ソルを表示させる処理、タノチ

操作による入力清報を受け付ける処理てある。図5及ひ図6 ほ実施形態 の入力清

報受付処理の手順を示すフローチヤートてある。以下の処理は、電気機器 ０の

2又は記惜部4 に格納されている制御プロクラムに従って制御都 によって実行さ

れる。

００5０ 制御都 は、タノチセンザ 6 からの検出信号に某ついて、ュ一ザによってタノチパ

ネル6をタノチ操作されたか否かを検出しており( ) 、タノチ操作されたことを検出し

ていない場合 (S O)、他の処理を行ないつつ待機する。タノチ操作されたことを

検出した場合 (S S)、制御都 は、ュ一ザかタノチ操作している接触点の座標

値を取得する (S 2)

００5 1 制御都 は、取得した接触点の座標値に某ついて、全ての接触点を含み、最小ザ

イスとなる矩形の接触領城 を特定する (S3) 。制御都 は、特定した接触領城

の面積を算出する (S 4 )。制御都 は、算出した面積か、補正値 4aに格納されて

いる接触領城の面積の最小値未満てあるか否かを判断する (55) 。算出した面積か

最小値未満てあると判断した場合 (S5 S)、制御都 は、ステノプS 3て特定した

接触領城 に対応する操作対象を特定し、対応する操作対象を特定てきたか否か

を判断する (S6) 。具体的には、制御都 は、接触領城 を表示領城に含む操作対

象を特定し、特定てきたか否かを判断する。

００5 2 制御都 は、操作対象を特定てきなかったと判断した場合 (S6 O)、ステノプ

に処理を戻す。操作対象を特定てきたと判断した場合 (S6 S)、制御都 は、特

定した操作対象に対応する入力清報を受け付け (57) 、処理を終了する。

００5 3 ステノプS 4て算出された面積か最Ⅱ、値以上てあると判断した場合 (S5 O) 、制

御都 は、算出した面積に応した補正値を補正値 4aから読み出す (S ) 。制御部



は、ステッ S3で特定した接触領城 の形状と、補正値 4aから読み出した補

正値とに某づいて、タッチパネル6 に表示すべきカーソルCの表示態様を決定する (

S g)。具体的には、制御部 は、接触領城 の上方の長辺の中央位置の座標値と、

接触領城 の上方の長辺の中央位置から、この長辺に垂直な方向に、補正値 4

aから読み出した補正値だけ隔てた位置の座標値とを算出する。

００5 4 制御部 は、ステップ5 9で決定した表示態様でカーソルCを表示させるための表示

指示を表示部6０へ出力し、カーソルCを表示部6０に表示させる (S ) 。制御部 は

、タッチセンザ 6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザによるタッチ操作が終了された

か否かを検出しており( ) 、タッチ操作が終了されたことを検出していない場合 (S

: ) 、ステッ に処理を戻す。

００5 5 制御部 は、タッチ操作が終了されたことを検出するまで、ステップ からS の処

理を繰り返す。タッチ操作が終了されたことを検出した場合 (S : S)、制御部

は、その時点で表示されていたカーソルCの先端位置の座標値を取得する (S 2)

制御部 は、取得したカーソルCの先端位置に対応する操作対象を特定し、対応す

る操作対象を特定できたか否かを判断する (S 3 )。具体的には、制御部 は、カーソ

ルCの先端位置を表示領城に含む操作対象を特定し、特定できたか否かを判断す

る。

００5 6 制御部 は、操作対象を特定できなかったと判断した場合 (S 3 : ) 、ステッ S
に処理を戻す。操作対象を特定できたと判断した場合 (S 3 : S)、制御部 は、

特定した操作対象に対応する入力情報を受け付け (S 4 ) 、処理を終了する。

００5 7 上述したよぅに、本実施形態 では、ュ一ザがタッチ操作している場合、ュ一ザがタ

ッチパネル6 に接触している接触領城の面積に応じた位置にカーソルが表示される。

これにより、ュ一ザの指によって隠れる位置にカーソルが表示されることを防止しつ

つ、ュ一ザの指から離れた位置にカーソルが表示されることを防止できる。よって、タ

ッチパネル6を操作する際の操作性を向上させることができる。

００5 8 また、本実施形態 では、ュ一ザによる接触領城の面積が、補正値 4aに格納さ

れた接触領城の面積の最小値未満である場合には、カーソルを表示させずに、ュ一

ザがタッチ操作した箇所に表示されていた操作対象をそのまま選択する。これにより



、例えば、ペン等のよぅに先端が細いものでタッチ操作した場合には、タッチ操作され

た箇所に表示されていた操作対象がそのまま選択されるので、直感的な操作が可能

である。

００5 9 本実施形態 の制御部 は、ュ一ザによる接触領城 の面積に応じた補正値を補

正 j 4aに某づいて特定していた。このよぅな構成に限られず、例えば、接触領城

の面積に応じた補正値を算出するための計算式を予め設定しておき、制御部 が

、計算式を用いて接触領城 の面積に応じた補正値を算出してもよい。

００6０ (実施形態 2)

以下に、実施形態 2に係る電気機器について説明する。なお、本実施形態 2の電

気機器は、上述した実施形態 の電気機器 ０と同様の構成によって実現することが

できるので、同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。

００6 1 上述した実施形態 では、ュ一ザがタッチパネル6 に接触している接触領城の上方

の長辺の中央位置から、補正 j 4aから特定した補正値だけ離れた位置をカーソ

ルの先端位置としていた。本実施形態 2では、接触領城の面積が所定値未満である

場合に、接触領城の上方の長辺の中央位置から、補正 jE 4aから特定した補正値

だけ離れた位置をカーソルの先端位置とする。そして、接触領城の面積が所定値以

上となった場合には、接触領城の上方の短辺の中央位置から、補正値 4aから特

定した補正値だけ離れた位置をカーソルの先端位置とする。

００6 2 図7は実施形態 2の表示画面例を示す模式図である。図7 (a) は、計算機ソフトを電

気機器 ０で実行させた場合にタッチパネル6 に表示される画面例を示し、ュ一ザが

自身の指 でタッチパネル6をタッチ操作している状態を示す。図7 は、図7 (a) に

示した画面例においてュ一ザがタッチ操作している箇所の拡大図である。なお、図7

(b) 中の黒丸はュ一ザの指 がタッチパネル6に接触している接触点を模式的に示

す。

００6 3 本実施形態 2の表示態様決定部 3は、上述の実施形態 の表示態様決定部 3と

同様に、接触領城算出部 2によって算出された接触領城 の形状及び面積を取

得する。本実施形態 2の表示態様決定部 3は、まず、取得した接触領城 の面積

が、補正 j 4aに格納された接触領城の面積の最小値未満であるか否かを判断



する。取得した面積が最小値未満であると判断した場合、表示態様決定部 3は、接

対象特定部 5 に通知する。

００6 4 取得した面積が最小値以上であると判断した場合、表示態様決定部 3は、取得し

た接触領城 0の面積に応じた補正値を補正値 4aから読み出す。次に表示態様

決定部 3は、取得した接触領城 の面積が所定値以上であるか否かを判断する。

なお、所定値は O 2 ほ記憶部4 に予め格納されており、例えば3０p ，e である。

なお、この所定値は、ュ一ザによって変更可能としてもよい。

００6 5 取得した面積が所定値以上であると判断した場合、表示態様決定部 3は、接触領

城算出部 2から通知された接触領城 の形状に某づいて、接触領城 の上方の

短辺の中央位置の座標値を算出する。表示態様決定部 3は、接触領城 の上方

の短辺の中央位置から、この短辺に垂直な方向に、補正値 4aから読み出した補

正値だけ隔てた位置の座標値を算出する。なお、接触領城 の上方の短辺の中央

位置から補正値だけ隔てた位置が、この場合のカーソルの先端位置となる。

００6 6 表示態様決定部 3は、カーソルの先端位置の座標値と、接触領城 の上方の短

辺の中央位置の座標値とをカーソル表示指示部 4 に通知する。なお、カーソルの先

端位置と、接触領城 の短辺の中央位置とを接続した直線の方向が、カーソルが

指し示す方向となる。また、表示態様決定部 3は、カーソルの先端位置の座標値を

操作対象特定部 5に通知する。

００6 7 一方、取得した面積が所定値 (例えば3０p xe )未満であると判断した場合、表示

態様決定部 3は、接触領城算出部 2から通知された接触領城 の形状に某づい

て、接触領城 の上方の長辺の中央位置の座標値を算出する。表示態様決定部

3は、接触領城 の上方の長辺の中央位置から、この長辺に垂直な方向に、補正

値 4aから読み出した補正値だけ隔てた位置の座標値を算出する。なお、接触領

城 の上方の長辺の中央位置から補正値だけ隔てた位置が、この場合のカーソル

の先端位置となる。

００6 8 表示態様決定部 3ほ、カーソルの先端位置の座標値と、接触領域 Oの上方の長

辺の中央位置の座標値とをカーソル表示指示部 4 に通知する。なお、カーソルの先



端位置と、接触領城 0の長辺の中央位置とを接続した直線の方向が、カーソルが

指し示す方向となる。また、表示態様決定部 3は、カーソルの先端位置の座標値を

操作対象特定部 5に通知する。

００69 本実施形態2のカーソル表示指示部 4は、カーソルの先端位置の座標値と、接触

る。カーソル表示指示部 4は、通知されたカーソルの先端位置の座標値をカーソル

の先端位置の座標値とし、カーソルの先端位置と接触領城 0の短辺 ( は長辺 ) の

中央位置とを接続した直線上にカーソルを配置させる表示指示を表示部6０へ出力

する。

００7０ これにより、ュ一ザの指 の接触領城 の面積が所定値 (3０p xe ) 以上である場

合には、図7 に示すよぅに、接触領城 の上方の短辺から補正値 を隔てた位

置を先端位置としたカーソルCが表示される。また、ュ一ザの指 の接触領城 の面

積が所定値未満である場合には、図4 に示すよぅに、接触領城 の上方の長辺

から補正値 を隔てた位置を先端位置としたカーソルCが表示される。

００7 1 ュ一ザが指 でタッチ操作を行なっている場合、接触領城 の面積が所定値以上

であれば、指の腹の広い箇所を用いてタッチ操作を行なっている可能性が高い。ま

た、接触領城 の面積が所定値未満であれば、指先でタッチ操作を行なっている

可能性が高い。従って、接触領城 の面積が所定値以上であるか否かに応じて、

接触領城 の上方の短辺又は長辺から垂直方向にカーソルCを表示させることによ

って、指 のどの部分でタッチ操作した場合であっても、指 の方向とカーソルCの方

向を一致させることができる。よって、ュ一ザの指 の状態に応じてより見易いカーソ

ルCを表示させることができる。

００72 なお、本実施形態2の表示態様決定部 3以外の各部は、上述の実施形態 で説

明した処理と同一の処理を行なぅ。

００73 以下に、本実施形態2の電気機器 ０において、ュ一ザがタッチ操作している際に

制御部 が行なぅ処理についてフローチヤートに某づいて説明する。図8及び図9は

実施形態2の入力情報受付処理の手順を示すフローチヤートである。以下の処理は

、電気機器 ０の 2又は記憶部4に格納されている制御プログラムに従って制御



部 によって実行される。

００74 制御部 は、タッチセンザ 6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザによってタッチパ

ネル6をタッチ操作されたか否かを検出しており(S 2 ) 、タッチ操作されたことを検出

していない場合 (S 2 : ) 、他の処理を行ないつつ待機する。タッチ操作されたこと

を検出した場合 (S 2 : S)、制御部 は、ュ一ザがタッチ操作している接触点の座

標値を取得する (S 22)

００7 5 制御部 は、取得した接触点の座標値に某づいて、全ての接触点を含み、最小ザ

イズとなる矩形の接触領城 を特定する (S 23) 。制御部 は、特定した接触領城

の面積を算出する (S 24) 。制御部 は、算出した面積が、補正値 4aに格納され

ている接触領城の面積の最小値未満であるか否かを判断する (525) 。算出した面

積が最小値未満であると判断した場合 (S 2 5 : S)、制御部 は、ステップS 23で特

定した接触領城 に対応する操作対象を特定し、対応する操作対象を特定できた

か否かを判断する (S 26) 。具体的には、制御部 は、接触領城 を表示領城に含

む操作対象を特定し、特定できたか否かを判断する。

００76 制御部 は、操作対象を特定できなかったと判断した場合 (S 26 : ) 、ステッ S
2 に処理を戻す。操作対象を特定できたと判断した場合 (S 26 : S)、制御部 は

、特定した操作対象に対応する入力情報を受け付け (527) 、処理を終了する。

００7 7 ステップS 24で算出された面積が最小値以上であると判断した場合 (S 2 5 : )

制御部 は、算出した面積に応じた補正値を補正値 4aから読み出す (S 28) 。制

御部 は、ステップS 24で算出された面積が所定値 (例えば3０p xe ) 以上であるか

否かを判断する (S 29)

００78 面積が所定値以上であると判断した場合 (S 2 g : S)、制御部 は、ステッ S 23

で特定した接触領城 の形状と、補正値 4aから読み出した補正値とに某づいて

、接触領城 の短辺を某準としたヵ一ソルCの表示態様を決定する (S3 ０) 。具体的

には、制御部 は、接触領城 の上方の短辺の中央位置の座標値と、接触領城

の上方の短辺の中央位置から、この短辺に垂直な方向に、補正値 4aから読み出

した補正値だけ隔てた位置の座標値とを算出する。

００79 面積が所定値未満であると判断した場合 (S 2 g : ) 、制御部 は、



特定した接触領城 0の形状と、補正値 4aから読み出した補正値とに某づいて、

接触領城 の長辺を某準としたカーソルCの表示態様を決定する (S3 )。具体的

には、制御部 は、接触領城 の上方の長辺の中央位置の座標値と、接触領城

の上方の長辺の中央位置から、この長辺に垂直な方向に、補正値 4aから読み出

した補正値だけ隔てた位置の座標値とを算出する。

００8０ 制御部 は、ステップS 3０又はS 3 で決定した表示態様でカーソルCを表示させる

ための表示指示を表示部6０へ出力し、カーソルCを表示部6０に表示させる (S3 2)

制御部 は、タッチセンザ6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザによるタッチ操作が

終了されたか否かを検出しており(533) 、タッチ操作が終了されたことを検出してい

ない場合 (S33 : ) 、ステップS 2 に処理を戻す。

００8 1 制御部 は、タッチ操作が終了されたことを検出するまで、ステップS 2 からS 32の

処理を繰り返す。タッチ操作が終了されたことを検出した場合 (S33 : S)、制御部

は、その時点で表示されていたカーソルCの先端位置の座標値を取得する (534)

。制御部 は、取得したカーソルCの先端位置に対応する操作対象を特定し、対応す

る操作対象を特定できたか否かを判断する (535) 。具体的には、制御部 は、カーソ

ルCの先端位置を表示領城に含む操作対象を特定し、特定できたか否かを判断す

る。

００82 制御部 は、操作対象を特定できなかったと判断した場合 (S35 : ) 、ステッ S
2 に処理を戻す。操作対象を特定できたと判断した場合 (S35 : S)、制御部 は

、特定した操作対象に対応する入力情報を受け付け (536) 、処理を終了する。

００83 上述したよぅに、本実施形態2では、ュ一ザがタッチ操作する場合、ュ一ザがタッチ

パネル6に接触している接触領城の面積に応じた位置にカーソルが表示される。これ

により、ュ一ザの指によって隠れる位置にカーソルが表示されることを防止しつつ、ュ
一ザの指から離れた位置にカーソルが表示されることを防止できる。また、ュ一ザの

接触領城の面積が所定値以上であるか否かに応じて、カーソルの表示箇所が接触

領城の短辺側 は長辺側に変更される。これにより、ュ一ザの指の使用状況に応じ

た方向にカーソルを表示できるので、ュ一ザがより確認し易いカーソルの表示が可能

となる。



００8 4 (実施形態 3 )

以下に、実施形態 3に係る電気機器について脱明する。なお、本実施形態 3の電

気機器は、上述した実施形態 の電気機器 ０と同様の構成によって実現することか

てきるのて、同様の構成については同一の符号を付して脱明を省略する。

００8 5 上述した実施形態 ては、ユーザかタノチパネル6 に接触している接触領城の面積

か、補正 jE 4aに格納された接触領城の面積の最小値未満てあれは、ヵ一ソルを

表示させすに、接触領域を表示領域に含む操作対象か操作されたとしていた。即ち

、接触領城の面積か最小値未満てあれは、接触領城を表示領城に含む操作対象に

対応する清報を入力清報として受け付けていた。

００8 6 本実施形態 3の電気機器 ０は、タノチパネル6 に表示される操作対象 (操作ホタン

及ひメニュー) の最小ザイスを検出し、検出した最小ザイスに応して、ヵ一ソルを表示

させるか否かの某準となる接触領城の面積の最小値を変更させる。

００8 7 本実施形態 3の電気機器 ０は、図 に示したハートウェア各部のほかに、記惜部4

に、図 ０に示すよぅな下限値テータヘ一ス (以下、下限 j といぅ) 4 bを格納してい

る。図 ０は下限 j 4bの格納内容を示す模式図てある。図 ０に示すよぅに、下限

jE 4bには、操作対象の最小ザイス に対応させて接触領城の面積の下限値かそ

れそれ格納されている。

００8 8 操作対象の最小ザイスは、例えは、タノチパネル6 に表示される操作ホタン及ひメ

ニュー等の各操作対象の縦方向の最小ザイスてある。なお、操作対象の最小ザイス

の清報は、アプリケーションプロクラム内て設定されている。下限値は、タノチ操作さ

れた際にヵ一ソルを表示させすに接触領城に対応する操作対象か操作されたとする

接触領城の面積の最小値を示す。下限 j 4bには、操作対象の最小ザイスに対

して適切な下限値か予め格納される。なお、図 ０に示す下限 j 4bては、操作対

象の最小ザイスを示す数値として適宜の範囲か設定されているか、 xe 毎に下限

値を設定してもよい。また、操作対象の最小ザイスに応した下限値を算出するための

計算式を予め設定しておき、制御都 か、計算式を用いて操作対象の最小ザイスに

応した下限値を算出してもよい。

００8 9 図 は実施形態 3の電気機器 ０の機能構成例を示す機能フロノク図てある。本



実施形態 3の電気機器 ０において、制御部 は、 2又は記憶部4 に格納されて

いる制御プログラムを実行することによって、図3に示した各機能のほかに、操作対象

管理部 8 の機能を実現する。

００9０ 操作対象管理部 8 は、タッチパネル6 に表示される操作ボタン及びメニュー等の操

作対象の表示位置及び表示ザイズ等の情報をアプリケーションプログラム中から取

得する。なお、操作対象の表示位置及び表示ザイズの情報は、アプリケーションプロ

グラム内で設定されていてもよ 、電気機器 ０のシステム情報として予め 2

又は記憶部4 に格納されていてもよい。操作対象管理部 8は、取得した操作対象の

表示ザイズのぅちの最小値 (最小ザイズ) を表示態様決定部 3に通知する。なお、操

作対象の最小ザイズは、操作対象の縦方向の最小ザイズとするが、操作対象の横方

向の最小ザイズであってもよレ七、操作対象の表示領城の最小面積でもよい。

００9 1 本実施形態 3の表示態様決定部 3は、上述の実施形態 の表示態様決定部 3と

同様に、接触領城算出部 2によって算出された接触領城 の形状及び面積を取

得し、操作対象管理部 8から操作対象の最小ザイズを取得する。本実施形態 3の表

示態様決定部 3 は、まず、操作対象管理部 8から取得した操作対象の最小ザイズ

に対応する下限値を下限値 4bから読み出す。そして、表示態様決定部 3は、接

触領城算出部 2から取得した接触領城 の面積が、下限値 4bから読み出した

下限値未満であるか否かを判断する。

００9 2 取得した面積が下限値未満であると判断した場合、表示態様決定部 3は、接触領

特定部 5 に通知する。取得した面積が下限値以上であると判断した場合、表示態様

決定部 3 は、取得した接触領城 0の面積に応じた補正値を補正 jE 4aから読み

出す。

００9 3 そして、表示態様決定部 3は、接触領城算出部 2から通知された接触領城 の

形状に某づいて、接触領城 の上方の長辺の中央位置の座標値を算出する。表示

態様決定部 3 は、接触領城 の上方の長辺の中央位置から、この長辺に垂直な

方向に、補正値 4aから読み出した補正値だけ隔てた位置の座標値を算出する。

なお、接触領城 の上方の長辺の中央位置から補正値だけ隔てた位置が、矢印形



状のカーソルの先端位置となる。

００94 表示態様決定部 3は、カーソルの先端位置の座標値と、接触領城 の上方の長

辺の中央位置の座標値とをカーソル表示指示部 4 に通知する。なお、カーソルの先

端位置と、接触領城 の長辺の中央位置とを接続した直線の方向が、カーソルが

指し示す方向となる。また、表示態様決定部 3は、カーソルの先端位置の座標値を

操作対象特定部 5 に通知する。

００9 5 なお、本実施形態 3の表示態様決定部 3及び操作対象管理部 8以外の各部は、

上述の実施形態 で説明した処理と同一の処理を行なぅ。

００96 以下に、本実施形態 3の電気機器 ０において、ユーザがタッチ操作している際に

制御部 が行なぅ処理についてフローチャートに某づいて説明する。図 2及び図 3

は実施形態 3の入力情報受付処理の手順を示すフローチャートである。以下の処理

は、電気機器 ０の O 2又は記憶部4 に格納されている制御プログラムに従って制

御部 によって実行される。

００9 7 制御部 は、タッチセンザ 6 からの検出信号に某づいて、ユーザによってタッチパ

ネル6をタッチ操作されたか否かを検出しており(54 ) 、タッチ操作されたことを検出

していない場合 (S 4 : ) 、他の処理を行ないつつ待機する。タッチ操作されたこと

を検出した場合 (S 4 : S)、制御部 は、ユーザがタッチ操作している接触点の座

標値を取得する (S 42)

００98 制御部 は、取得した接触点の座標値に某づいて、全ての接触点を含み、最小ザ

イズとなる矩形の接触領域 を特定する (S 43) 。制御部 は、特定した接触領城

の面積を算出する (544) 。制御部 は、タッチパネル6 に表示される操作ボタン及び

メニュー等の操作対象の最小ザイズを取得し(545) 、取得した最小ザイズに対応す

る下限値を下限値 4bから読み出す (S 46)

００99 制御部 は、ステップS 44で算出した面積が、下限値 4bから読み出した下限値

未満であるか否かを判断する (547) 。算出した面積が下限値未満であると判断した

場合 (S 4 7 : S)、制御部 は、ステッ S43で特定した接触領城 に対応する操

作対象を特定し、対応する操作対象を特定できたか否かを判断する (548) 。具体的

には、制御部 は、接触領城 を表示領城に含む操作対象を特定し、特定できたか



否かを判断する。

０1００ 制御部 は、操作対象を特定できなかったと判断した場合 (S 4 8 : ) 、ステッ S

4 に処理を戻す。操作対象を特定できたと判断した場合 (S4 8 : S)、制御部 は

、特定した操作対象に対応する入力情報を受け付け (549) 、処理を終了する。

０1０1 ステッ S 44で算出された面積が下限値以上であると判断した場合 (S4 7 : )

制御部 は、算出した面積に応じた補正値を補正値 4aから読み出す(S5 ０)。制

御部 ほ、ステップS 4 3で特定した接触領域 Oの形状と、補正値 4aから読み出

した補正値とに基づいて、タッチパネル6に表示すべきカーソルCの表示態様を決定

する (S5 )。具体的には、制御部 は、接触領城 の上方の長辺の中央位置の座

標値と、接触領城 の上方の長辺の中央位置から、この長辺に垂直な方向に、補

正値 4aから読み出した補正値だけ隔てた位置の座標値とを算出する。

０1０2 制御部 は、ステップS 5 で決定した表示態様でカーソルCを表示させるための表

示指示を表示部6０へ出力し、カーソルCを表示部6０に表示させる (552) 。制御部

は、タッチセンザ6 からの検出信号に基づいて、ュ一ザによるタッチ操作が終了され

たか否かを検出しており(553) 、タッチ操作が終了されたことを検出していない場合 (

S 5 3 : ) 、ステップS 4 に処理を戻す。

０1０3 制御部 は、タッチ操作が終了されたことを検出するまで、ステップS 4 からS 5 2の

処理を繰り返す。タッチ操作が終了されたことを検出した場合 (S53 : S)、制御部

は、その時点で表示されていたカーソルCの先端位置の座標値を取得する (S5 4)

。制御部 は、取得したカーソルCの先端位置に対応する操作対象を特定し、対応す

る操作対象を特定できたか否かを判断する (555) 。具体的には、制御部 は、カーソ

ルCの先端位置を表示領城に含む操作対象を特定し、特定できたか否かを判断す

る。

０1０4 制御部 は、操作対象を特定できなかったと判断した場合 (S55 : ) 、ステッ S
4 に処理を戻す。操作対象を特定できたと判断した場合 (S55 : S)、制御部 は

、特定した操作対象に対応する入力情報を受け付け (556) 、処理を終了する。

０1０5 上述したように、本実施形態3では、ュ一ザがタッチ操作する場合にカーソルを表

示させるか、又は、カーソルを表示させずに接触領城に対応した操作対象をそのまま



入力情報とするか否かの判断某準を動的に設定していた。即ち、タッチパネル6に表

示される操作対象 (操作ボタン及びメニュー) の最小ザイズを検出し、検出した最 、

ザイズに応じて、ヵ一ソルを表示させるか否かの某準となる接触領城の面積の最 、

値を変更させていた。

０1０6 例えば、操作対象の表示ザイズが大きい画面においては、ユーザがタッチ操作す

る際の接触領城が多少大きい場合であっても、接触箇所に対応する操作対象が選

択されたとしても問題はない。これほ、操作対象の表示サイズが大きい画面でほ、接

触箇所に対応する操作対象を つに特定できる可能性が高いからである。しかし、操

作対象の表示ザイズが 、さい画面においては、ユーザがタッチ操作する際の接触領

城が大きい場合には接触領城が複数の操作対象に丘る可能性が高く、接触領城に

対応する操作対象を つに特定できない可能性がある。

０1０7 従って、操作対象の表示ザイズに応じて、ヵ一ソルを表示させるか否かの判断某準

を変更させることにより、操作対象の表示ザイズが大きい画面では、操作対象に対応

する入力情報を効率よく取得できる。また、操作対象の表示ザイズが 、さい画面では

、操作対象に対応する入力情報を効率よく取得できると共に、ヵ一ソルを表示させる

ことによって人力操作の操作性を向上できる。

０1０8 本実施形態3は、上述した実施形態 の変形例として説明したが、上述した実施形

態2の構成にも適用することができる。

０1０9 (実施形態4)

以下に、実施形態4に係る電気機器について説明する。なお、本実施形態4の電

気機器は、上述した実施形態 の電気機器 ０と同様の構成によって実現することが

できるので、同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。

０11０ 上述した実施形態 では、ユーザがタッチ操作している際の接触領城からヵ一ソル

の先端位置までの距離を、接触領城の面積に応じて変更させていた。本実施形態4

の電気機器 ０は、ユーザがタッチ操作している際の接触領城からヵ一ソルの先端位

置までの距離を、接触領城の面積及びユーザがタッチ操作する際の押下圧力 (操作

状況) に応じて変更させる。

０111 本実施形態4の電気機器 ０は、図 に示したハードウェア各部を備える。なお、本



実施形態4の記憶部4 には、図 4 に示すよぅな補正値 4aが格納されている。図

4は実施形態4の補正値 4aの格納内容を示す模式図である。図 4 に示すよぅに

、本実施形態4の補正値 4aには、接触領城の面積及び押下圧力に対応させて

補正値がそれぞれ格納されている。押下圧力は、ュ一ザがタッチ操作する際にタッ

チセンザ 6 によって検出された圧力であり、所定値未満を「弱」、所定値以上を「強」

として補正値 4aに格納されている。なお、ここでの所定値はタッチセンザ 6 の精

度等を考慮して適宜変更可能である。

０112 補正値 4aには、各接触領城の面積及び押下圧力に対して最適な補正値が予

め格納される。なお、図 4 に示す補正値 4aでは、接触領城の面積を示す数値と

して適宜の範囲が設定されているが、 p xe 毎に補正値を設定してもよい。また、図

4 に示す補正値 4aでは、押下圧力を示す情報として「弱」及び「強」の2段階が

設定されているが、押下圧力を3段階以上に分割し、段階毎に補正値を設定してもよ

い。更に、接触領城の面積及び押下圧力に応じた補正値を算出するための計算式

を予め設定しておき、制御部 が、計算式を用いて接触領城の面積及び押下圧力に

応じた補正値を算出してもよい。

０113 図 5は実施形態4の電気機器 ０の機能構成例を示す機能ブロック図である。本

実施形態4の電気機器 ０において、制御部 は、 O 2又は記憶部4 に格納されて

いる制御プログラムを実行することによって、図3に示した各機能のほかに、操作状況

取得部 9の機能を実現する。

０114 操作状況取得部 9は、タッチセンザ 6 から出力される検出信号を取得する。タッ

チセンザ 6 が詳細な圧力を検出できるセンザであれば、操作状況取得部 9は、タッ

チセンザ 6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザがタッチ操作する際の押下圧力を

検出する。そして、操作状況取得部 9は、検出した押下圧力が所定値以上であるか

否かを判定し、判定結果 (強又は弱 ) を表示態様決定部 3に通知する。なお、タッチ

センザ 6 が詳細な圧力を検出できないセンザであれば、操作状況取得部 9は、タッ

チセンザ 6 からの検出信号が示す数値に某づいて、ュ一ザがタッチ操作する際の

押下圧力が所定値以上であるか否かを判定する。そして、操作状況取得部 9ほ、判

定結果 (強又は弱 ) を表示態様決定部 3に通知する。



０115 本実施形態4の表示態様決定部 3は、上述の実施形態 の表示態様決定部 3と

同様に、接触領城算出部 2によって算出された接触領城 の形状及び面積を取

得する。また、本実施形態4の表示態様決定部 3は、ュ一ザがタッチ操作する際の

圧力が所定値以上であるか否かを示す判定結果を操作状況取得部 9から取得する

０116 本実施形態4の表示態様決定部 3は、まず、接触領城算出部 2から取得した接

触領域 の面積が、補正値 4 aに格納されている接触領域の面積の最Ⅱ、値未満

であるか否かを判断する。取得した面積が最小値未満であると判断した場合、表示

態様決定部 3は、接触領城 の形状として接触領城算出部 2から通知された接

触点の座標値を操作対象特定部 5に通知する。

０117 取得した面積が最小値以上であると判断した場合、表示態様決定部 3は、取得し

た接触領城 の面積と、操作状況取得部 9から通知された判定結果とに応じた補

正値を補正値 4aから読み出す。次に表示態様決定部 3は、接触領城算出部

2から通知された接触領城 の形状に某づいて、接触領城 の上方の長辺の中央

位置の座標値を算出する。表示態様決定部 3は、接触領城 の上方の長辺の中

央位置から、この長辺に垂直な方向に、補正値 4aから読み出した補正値だけ隔

てた位置の座標値を算出する。なお、接触領城 の上方の長辺の中央位置から補

正値だけ隔てた位置が、矢印形状のヵ一ソルの先端位置となる。

０118 表示態様決定部 3は、ヵ一ソルの先端位置の座標値と、接触領城 の上方の長

辺の中央位置の座標値とをヵ一ソル表示指示部 4 に通知する。なお、ヵ一ソルの先

端位置と、接触領城 の長辺の中央位置とを接続した直線の方向が、ヵ一ソルが

指し示す方向となる。また、表示態様決定部 3は、ヵ一ソルの先端位置の座標値を

操作対象特定部 5に通知する。

０119 なお、本実施形態4の表示態様決定部 3及び操作状況取得部 9以外の各部は、

上述の実施形態 で説明した処理と同一の処理を行なぅ。

０12０ 以下に、本実施形態4の電気機器 ０において、ュ一ザがタッチ操作する場合に、

制御部 が行なぅ処理についてフローチャートに墓づいて説明する。図 6及び図 7

は実施形態4の入力情報受付処理の手順を示すフローチャートである。以下の処理



は、電気機器 ０の O 2又は記憶部4に格納されている制御プログラムに従って制

御部 によって実行される。

０12 1 制御部 は、タッチセンザ6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザによってタッチパ

ネル6をタッチ操作されたか否かを検出しており(56 ) 、タッチ操作されたことを検出

していない場合 (S6 : ) 、他の処理を行ないつつ待機する。タッチ操作されたこと

を検出した場合 (S6 : S)、制御部 は、ュ一ザがタッチ操作している接触点の座

標値を取得する (S6 2)

０122 制御部 は、取得した接触点の座標値に某づいて、全ての接触点を含み、最小ザ

イズとなる矩形の接触領城 を特定する (S63) 。制御部 は、特定した接触領城

の面積を算出する (S6 4)。制御部 は、算出した面積が、補正値 4aに格納され

ている接触領城の面積の最小値未満であるか否かを判断する (565) 。算出した面

積が最小値未満であると判断した場合 (S65 : S)、制御部 は、ステップS 6 3で特

定した接触領城 に対応する操作対象を特定し、対応する操作対象を特定できた

か否かを判断する (S66) 。具体的には、制御部 は、接触領城 を表示領城に含

む操作対象を特定し、特定できたか否かを判断する。

０123 制御部 は、操作対象を特定できなかったと判断した場合 (S66 : ) 、ステッ S
6 に処理を戻す。操作対象を特定できたと判断した場合 (S66 : S)、制御部 は

、特定した操作対象に対応する入力情報を受け付け (567) 、処理を終了する。

０124 ステップS 64で算出された面積が最小値以上であると判断した場合 (S65 : 、

制御部 は、電気機器 ０の操作状況を取得する (568) 。具体的には、制御部 は、

タッチセンザ6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザがタッチ操作する際の押下圧力

が所定値以上であるか否かを判定する。制御部 は、ステップ564 で算出した面積

及びステップS68 で取得した操作状況に応じた補正値を補正値 4aから読み出す

(569)

０125 制御部 は、ステップS 6 3で特定した接触領城 の形状と、補正値 4aから読み

出した補正値とに某づいて、タッチパネル6に表示すべきヵ一ソルCの表示態様を決

定する (S7 ) 。具体的には、制御部 ほ、接触領域 Oの上方の長辺の中央位置の

座標値と、接触領城 の上方の長辺の中央位置から、この長辺に垂直な方向に、



補正値 4aから読み出した補正値だけ隔てた位置の座標値とを算出する。

０126 制御部 は、ステップ5 7０で決定した表示態様でヵ一ソルCを表示させるための表

示指示を表示部6０へ出力し、ヵ一ソルCを表示部6０に表示させる (S7 ) 。制御部

は、タッチセンザ6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザによるタッチ操作が終了され

たか否かを検出しており(572) 、タッチ操作が終了されたことを検出していない場合 (

S 7 2 : ) 、ステップS 6 に処理を戻す。

０127 制御部 は、タッチ操作が終了されたことを検出するまで、ステップS 6 からS 7 の

処理を繰り返す。タッチ操作が終了されたことを検出した場合 (S7 2 : S)、制御部

は、その時点で表示されていたヵ一ソルCの先端位置の座標値を取得する (573)

。制御部 は、取得したヵ一ソルCの先端位置に対応する操作対象を特定し、対応す

る操作対象を特定できたか否かを判断する (574) 。具体的には、制御部 は、ヵ一ソ

ルCの先端位置を表示領城に含む操作対象を特定し、特定できたか否かを判断す

る。

０128 制御部 は、操作対象を特定できなかったと判断した場合 (S 74 : ) 、ステッ S
6 に処理を戻す。操作対象を特定できたと判断した場合 (S7 4 : S)、制御部 は

、特定した操作対象に対応する入力情報を受け付け (575) 、処理を終了する。

０129 上述したよぅに、本実施形態4の電気機器 ０は、ュ一ザによってタッチ操作された

場合に、接触領城の面積、押下圧力が強いか弱いか等の操作状況を判定できる。

押下圧力が強く接触領城が大きい場合には、強い力でタッチ操作を行なぅことによっ
て接触領城が大きくなったと推測できる。よって、押下圧力が強い場合には接触領城

の面積が大きいほど、接触領城からヵ一ソルの先端位置までの距離である補正値を

大きい値とすることにより、適切な位置にヵ一ソルを表示させることができる。

０13０ 上述したよぅに、本実施形態4では、補正値 4aにおいて、押下圧力が強い場合

及び弱い場合においてそれぞれ、接触領城の面積が大きいほど、接触領城からヵ一

ソルの先端位置までの距離である補正値に大きい値が設定されていた。また、接触

領城の面積が同じ場合には、押下圧力が強いほど補正値に大きい値が設定されて

いた。これにより、接触領城が大きいほどュ一ザの指からある程度の距離を隔てた位

置にヵ一ソルを表示させることができるので、ュ一ザが見易い位置にヵ一ソルを表示



させることかてきる。

０13 1 しかし、接触領城の面積及ひ押下圧力と、補正値との関係は、このよぅな例に限ら

れない。例えは、押下圧力か強い場合に、接触領城の面積か大きいほと補正値に 、

さい値か設定されてもよい。このよぅな設定によれは、強いカてタノチ操作されている

場合には、接触領城か大きいほとュ一ザの指のより近傍にヵ一ソルを表示させること

かてきるのて、ヵ一ソルの操作か容易となる。

０132 また、接触領域の面積か同し場合に、押下圧力か強いほと補正値にⅡ椿い値か設

定されてもよい。このよぅな設定によれは、例えは、より強いカてタノチ操作されている

場合にュ一ザの指のより近傍にヵ一ソルを表示させることかてきるのて、ヵ一ソルの

操作か容易となる。

０133 本実施形態4は、上述した実施形態 の変形例として脱明したか、上述した実施形

態2，3の構成にも適用することかてきる。

０134 (実施形態 5)

以下に、実施形態 5に係る電気機器について脱明する。なお、本実施形態 5の電

気機器は、上述した実施形態 ，4の電気機器 ０と同様の構成によって実現すること

かてきるのて、同様の構成については同一の符号を付して脱明を省略する。

０135 上述した実施形態4ては、ュ一ザかタノチ操作する際の接触領城からヵ一ソルの先

端位置まての距離を、接触領城の面積及ひュ一ザかタノチ操作する際の押下圧力 (

操作状況 ) に応して変更させていた。本実施形態 5の電気機器 ０は、自身の傾きを

検出し、ュ一ザかタノチ操作する際の接触領城からヵ一ソルの先端位置まての距離

を、接触領城の面積及ひュ一ザかタノチ操作する際の電気機器 ０の傾き (操作状

況 ) に応して変更させる。

０136 図 8は実施形態 5の電気機器 ０の外観を示す模式図てある。図 8 (a) は電気機

器 ０の斜視図、図 8 (b)は図 8 (a) に示した電気機器 ０を矢符 の方向から見た

図てある。本実施形態 5の電気機器 ０は板状を成し、一側面の中央にタノチパネル

6か設けられている。本実施形態 5の電気機器 ０は、ュ一ザによって使用される場合

に、図 8に示すよぅに傾けられる可能性か商い。特に、タノチパネル6を斜め上方向

に向けて使用される可能性か高い。



０137 よって、本実施形態 5の電気機器 ０は、図 8 (b) に示す傾き角度を検出する。そし

て、電気機器 ０は、ュ一ザがタッチ操作する際の接触領城からヵ一ソルの先端位置

までの距離を、接触領城の面積及び検出した傾き角度に応じて変更させる。

０138 図 9は実施形態 5の電気機器 ０の構成例を示すブロック図である。本実施形態 5

の電気機器 ０は、図 に示したハードウェア各部のほかに、センザ 7を備える。本実

施形態 5のセンザ 7は、例えば加速度センザである。センザ 7は、電気機器 ０に加わ

る重力加速度を検出しており、検出した重力加速度に墓づいて、図 b に示した

電気機器 ０の傾き角度を検出できる。

０139 また、本実施形態 5の記憶部4 には、図2０に示すよぅな補正値 4aが格納されて

いる。図2０は実施形態 5の補正値 4aの格納内容を示す模式図である。図2０に

示すよぅに、本実施形態 5の補正値 4aには、接触領城の面積及び傾き角度に対

応させて補正値がそれぞれ格納されている。傾き角度は、図 b に示したよぅに電

気機器 ０に加えられた角度であり、所定値未満を「小」、所定値以上を「大」として補

正値 4aに格納されている。なお、ここでの所定値はセンザ 7の精度等を考慮して

適宜変更可能である。

０14０ 補正値 4aには、各接触領城の面積及び傾き角度に対して最適な補正値が予

め格納される。なお、図2０に示す補正値 4aでは、接触領城の面積を示す数値と

して適宜の範囲が設定されているが、 p xe 毎に補正値を設定してもよい。また、図

2０に示す補正値 4aでは、傾き角度を示す情報として「小」及び「大」の2段階が

設定されているが、傾き角度を3段階以上に分割し、段階毎に補正値を設定してもよ

い。更に、接触領城の面積及び傾き角度に応じた補正値を算出するための計算式を

予め設定しておき、制御部 が、計算式を用いて接触領城の面積及び傾き角度に応

じた補正値を算出してもよい。

０14 1 本実施形態 5の電気機器 ０において、制御部 は、 2又は記憶部4に格納さ

れている制御プログラムを実行することによって、図 5に示した各機能と同様の機能

を実現する。なお、本実施形態 5の操作状況取得部 9は、タッチセンザ 6 から出力

される検出信号でほなく、センサ7から出力される検出信号を取得する。センサ7が詳

細な傾き角度を検出できるセンザであれば、操作状況取得部 9は、センザ 7からの



検出信号に某づいて、ュ一ザがタッチ操作する際の電気機器 ０の傾き角度を検出

する。

０142 そして、操作状況取得部 9は、検出した傾き角度が所定値以上であるか否かを判

定し、判定結果 (大又は小) を表示態様決定部 3に通知する。なお、センザ 7が詳細

な傾き角度を検出できないセンザであれば、操作状況取得部 9は、センザ 7からの

検出信号が示す数値に墓づいて、ュ一ザがタッチ操作する際の電気機器 ０の傾き

角度が所定値以上であるか否かを判定する。そして、操作状況取得部 9ほ、判定結

果 (大又は小) を表示態様決定部 3に通知する。

０143 本実施形態 5の表示態様決定部 3は、上述の実施形態 の表示態様決定部 3と

同様に、接触領城算出部 2によって算出された接触領城 0の形状及び面積を取

得する。また、本実施形態 5の表示態様決定部 3は、ュ一ザがタッチ操作する際の

電気機器 ０の傾き角度が所定値以上であるか否かを示す判定結果を操作状況取

得部 9から取得する。

０144 本実施形態 5の表示態様決定部 3は、まず、接触領城算出部 2から取得した接

触領城 の面積が、補正 jE 4aに格納されている接触領城の面積の最小値未満

であるか否かを判断する。取得した面積が最小値未満であると判断した場合、表示

態様決定部 3は、接触領城 の形状として接触領城算出部 2から通知された接

触点の座標値を操作対象特定部 5に通知する。

０145 取得した面積が最小値以上であると判断した場合、表示態様決定部 3は、取得し

た接触領城 の面積と、操作状況取得部 9から通知された判定結果とに応じた補

正値を補正 jE から読み出す。次に表示態様決定部 3は、接触領城算出部

2から通知された接触領城 の形状に某づいて、接触領城 の上方の長辺の中央

位置の座標値を算出する。表示態様決定部 3は、接触領城 の上方の長辺の中

央位置から、この長辺に垂直な方向に、補正 jE 4aから読み出した補正値だけ隔

てた位置の座標値を算出する。なお、接触領城 の上方の長辺の中央位置から補

正値だけ隔てた位置が、矢印形状のカーソルの先端位置となる。

０146 表示態様決定部 3ほ、カーソルの先端位置の座標値と、接触領域 Oの上方の長

辺の中央位置の座標値とをカーソル表示指示部 4 に通知する。なお、カーソルの先



端位置と、接触領城 0の長辺の中央位置とを接続した直線の方向か、ヵ一ソルか

指し示す方向となる。また、表示態様決定部 3は、ヵ一ソルの先端位置の座標値を

操作対象特定部 5に適知する。

０147 なお、本実施形態 5の表示態様決定部 3及ひ操作状況取得部 9以外の各部は、

上述の実施形態 ，4て脱明した処理と同一の処理を行なぅ。

０148 本実施形態 5の電気機器 ０において、ュ一ザかタノチ操作する際に制御都 か行

なぅ処理は、図 6及ひ図 7て示した実施形態4の入力清報受付処理と同様てある

のて脱明を省略する。

なお、本実施形態 5の制御都 は、図 7中のステノプ568 において、センザ 7から

の検出信号に某ついて、ュ一ザかタノチ操作する際の電気機器 ０の傾き角度か所

定値以上てあるか否かを判定する。

０149 上述したよぅに、本実施形態 5の電気機器 ０は、ュ一ザによってタノチ操作された

場合に、接触領城の面積、電気機器 ０の傾き角度か大きいか小さいか等の操作状

況を判定てきる。このよぅに電気機器 ０の傾き角度を検出することにより、傾き角度

の大きさに応して生しる視差の影響の大きさを判定てきる。

０15０ 上述したよぅに、本実施形態 5ては、補正値 4 aにおいて、傾き角度か大きい場

合及ひ 、さい場合においてそれそれ、接触領城の面積か大きいほと、接触領城から

ヵ一ソルの先端位置まての距離てある補正値に大きい値か設定されていた。また、

接触領城の面積か同し場合には、傾き角度か大きいほと補正値に大きい値か設定さ

れていた。これにより、傾き角度か大きいほとュ一ザの指からある程度の距離を隔て

た位置にヵ一ソルを表示させることかてきるのて、適切な位置にヵ一ソルを表示させ

ることかてきる。例えは、ュ一ザの指によってヵ一ソルか隠れることを防止てきる。

０15 1 しかし、接触領城の面積及ひ傾き角度と、補正値との関係は、このよぅな例に限られ

ない。例えは、傾き角度か大きい場合に、接触領城の面積か大きいほと補正値に 、

さい値か設定されてもよい。また、接触領城の面積か同し場合に、押下圧力か強い

ほと補正値に 、さい値か設定されてもよい。

０152 本実施形態 5ては、電気機器 ０に加わる傾き角度として、図 8 (b) に示すよぅに、

電気機器 ０の上側面か、タノチパネル6か設けられた面の裏面側に傾けられた角度



を用いていた。しかし、この角度に限られず、例えば、電気機器 ０に対して左右方向

に傾けられた角度、矩形のタッチパネル6の対角線を軸として回伝された際の角度等

を用いてもよい。具体的には、ジヤイロセンザ及び加速度センザ等を含む3次元のモ

ーションセンザを用いて計測可能な角度を用いてもよい。

０153 上述した実施形態4では、電気機器 ０の操作状況としてタッチセンザ 6 によって

検出される押下圧力を検出していた。また、本実施形態 5では、電気機器 ０の操作

状況として加速度センサによって検出される電気機器 ０の傾き角度を検出していた

。しかし、電気機器 ０の操作状況としてはこれらの情報に限られず、操作状況を示

す情報を検出するためのセンザはこれらのセンザに限られない。

０154 操作状況を示す情報を検出するセンザとしては、例えば、電気機器 ０とユーザと

の距離を検出するための近接センザ、タッチパネル6の表面の温度を検出するため

の温度センザ、タッチパネル6の表面の照度を検出するための照度センザ等がある。

また、タッチパネル6の表面の画像を撮影し、得られた画像データを画像処理するこ

とによって電気機器 ０における各種の状況を検出する画像センザも利用できる。な

お、これらのセンザ以外のものを用いてもよレ亡とは勿論であり、これらのセンザのい

ずれかを細み合わせて用いてもよい。

０155 (実施形態 6 )

以下に、実施形態 6に係る電気機器について説明する。なお、本実施形態 6の電

気機器は、上述した実施形態 の制御システムと同様の構成によって実現することが

できるので、同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。

０156 上述した実施形態 ～5では、ユーザがタッチ操作する際の接触領城を、全ての接

触点を含む領城としていた。本実施形態 6の電気機器 ０は、ユーザがタッチ操作し

ている場合の接触点に対してクラスタリング処理を行なうことによって、複数の領城 (ク

ラスタ) に分類し、分類した領城のうちの つを接触領城とする。

０157 本実施形態 6の電気機器 ０は、図 に示したハードウェア各部を備える。

図2 は実施形態 6の電気機器 ０の機能構成例を示す機能ブロック図、図22はク

ラスタリング処理を説明するための模式図である。図 、図4と同様に、計算機ソフ

トを電気機器 ０で実行させた場合にタッチパネル6に表示される画面例を示してい



る。なお、図2 (a) (b) 中の黒丸はュ一ザがタッチパネル6に接触している接触点、

を模式的に示す。また、図22は、ュ一ザが指先又はべンでタッチ操作する際に手の

ひらがタッチパネル6に接触した状況を示しており、領城C が指先又はぺンの

接触領城であり、領城C2 2が手のひらの接触領城である。

０158 本実施形態 6の電気機器 ０において、制御部 は、 O 2又は記憶部4に格納さ

れている制御プログラムを実行することによって、図3に示した各機能のほかに、クラ

スタリング処理部2０の機能を実現する。

０159 本実施形態 6の接触点検出部 は、上述した実施形態 の接触点検出部 と同

様に、タッチセンザ6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザがタッチ操作する接触点、

の座標値を取得する。図22 (a) に示す状況では、接触点検出部 は、図22 (a) に

黒丸で示した各接触点の座標値を取得する。接触点検出部 は、検出した全ての

接触点の座標値をタッチ終了検知部 7及びクラスタリング処理部2０へ送出する。

０16０ クラスタリング処理部2０は、接触点検出部 から全ての接触点の座標値を取得す

る。クラスタリング処理部2０は、取得した各接触点の座標値に対して、 平均法 (K m

e ans法) 又はウオード法 (Wa d S method) 等のアルゴリズムを用いたクラスタリング処

理を行なぅ。クラスタリング処理部2０は、クラスタリング処理によって、各接触点を複数

のクラスタに分類し、分類されたクラスタ毎に、各接触点の座標値を接触領城算出部

2へ送出する。

０16 1 図22 (a) に示す状況では、クラスタリング処理部2０は、各接触点を2つのクラスタC

，C2にそれぞれ分類する。なお、クラスタリング処理のアルゴリズムは、例えば、各

接触点が所定距離よりも近い位置に隣り合っているか否か等の所定の条件に従って

各接触点を分類できるアルゴリズムであれば、 平均法及びウオード法には限られな

０162 本実施形態 6の接触領城算出部 2は、クラスタリング処理部2０によって分類された

クラスタ毎に、各接触点の座標値を取得する。本実施形態 6の接触領城算出部 2は

、クラスタ毎に、各接触点の座標値に某づいて、各接触点を含み、最小ザイズとなる

矩形の領城 (接触領城 ) を特定する。接触領城算出部 2は、クラスタ毎に、特定した

接触領城の面積を算出する。



０163 図22 (b) に示す状況では、接触領城算出部 2は、各クラスタに対応する接触領城

2をそれぞれ特定し、特定した接触領城 2の面積をそれぞれ算出する。

接触領城算出部 2は、算出した接触領城 2の面積のぅちで 、さい方の接触領

城 ( は 2)を特定する。接触領城算出部 2は、特定した接触領城 ( は 2

) の形状及び面積を表示態様決定部 3に通知する。これにより、面積が大きい方の

接触領城 2 ( は ) に含まれる接触点は、タッチ操作に必要のない接触点として

排除される。よって、例えば、タッチ操作中にタッチパネル6に手のひらが接触した場

合には、その影響を排除して適切な位置にヵ一ソルを表示できる。

０164 なお、接触領城 ( は 2)の形状は、例えば、接触領城 ( は 2)の各頂点、

の座標値を用いて通知される。また、接触領城 ( は 2)に つの接触点しか含

まれない場合、接触領城算出部 2は、接触領城 ( は 2)に含まれる接触点の

座標値を接触領城 ( は 2)の形状として表示態様決定部 3に通知する。

０165 なお、本実施形態 6の接触点検出部 、接触領城算出部 2及びクラスタリング処

理部2０以外の各部は、上述の実施形態 で説明した処理と同一の処理を行なぅ。

０166 以下に、本実施形態 6の電気機器 ０において、ュ一ザがタッチ操作する際に制御

部 が行なぅ処理についてフローチャートに某づいて説明する。図23及び図24は実

施形態 6の入力情報受付処理の手順を示すフローチャートである。以下の処理は、

電気機器 ０の 2又は記憶部4に格納されている制御プログラムに従って制御

部 によって実行される。

０167 制御部 は、タッチセンザ 6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザによってタッチパ

ネル6をタッチ操作されたか否かを検出しており(5 8 ) 、タッチ操作されたことを検出

していない場合 (S8 : ) 、他の処理を行ないつつ待機する。タッチ操作されたこと

を検出した場合 (S8 : S)、制御部 は、ュ一ザがタッチ操作している接触点の座

標値を取得する (S8 2)

０168 制御部 は、取得した接触点の座標値に対してクラスタリング処理を実行し(583 、

各接触点を複数のクラスタに分類する。制御部 は、クラスタ毎に、各クラスタに分類

された企ての接触点を含み、最小ザイズとなる矩形の接触領域 2を特定する (

S 8 4)。制御部 は、特定した接触領城 2の面積をそれぞれ算出する (S85)



制御部 は、算出した接触領城 2の面積のぅちで最小の面積の接触領城 (

又は 2)を特定する (S86)

０169 制御部 は、特定した接触領城 ( は 2)の面積が、補正値 4aに格納され

ている接触領城の面積の最小値未満であるか否かを判断する (587) 。特定した接

触領城 ( は 2)の面積が最小値未満であると判断した場合 (S87 : S)、制御

部 は、ステップS86 で特定した接触領城 ( は 2)に対応する操作対象を特定

し、対応する操作対象を特定できたか否かを判断する (588) 。具体的にほ、市 ま き

は、接触領城 ( は 2)を表示領城に含む操作対象を特定し、特定できたか否

かを判断する。

０17０ 制御部 は、操作対象を特定できなかったと判断した場合 (S88 : ) 、ステッ S

8 に処理を戻す。操作対象を特定できたと判断した場合 (S88 : S)、制御部 は

、特定した操作対象に対応する入力情報を受け付け (589) 、処理を終了する。

０17 1 ステップS86 で特定された接触領城 ( は 2)の面積が最小値以上であると判

断した場合 (S87 : ) 、制御部 は、接触領城 ( は 2)の面積に応じた補正値

を補正値 4aから読み出す(S g０)。制御部 は、ステップS86 で特定した接触領

城 ( は 2)の形状と、補正値 4aから読み出した補正値とに某づいて、タッチ

パネル6に表示すべきヵ一ソルCの表示態様を決定する (S g )。具体的には、制御

部 は、接触領城 ( は 2)の上方の長辺の中央位置の座標値と、接触領城 (

又は 2)の上方の長辺の中央位置から、この長辺に垂直な方向に、補正値 4aか
ら読み出した補正値だけ隔てた位置の座標値とを算出する。

０172 制御部 は、ステップS 9 で決定した表示態様でヵ一ソルCを表示させるための表

示指示を表示部6０へ出力し、ヵ一ソルCを表示部6０に表示させる (592) 。制御部

は、タッチセンザ6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザによるタッチ操作が終了され

たか否かを検出しており(593) 、タッチ操作が終了されたことを検出していない場合 (

S 93 : ) 、ステップS 8 に処理を戻す。

０173 制御部 は、タッチ操作が終了されたことを検出するまで、ステッ からS 92の

処理を繰り返す。タッチ操作が終了されたことを検出した場合 (S 93 S)、制御部

は、その時点で表示されていたヵ一ソルCの先端位置の座標値を取得する (594)



。制御都 は、取得したヵ一ソルCの先端位置に対応する操作対象を特定し、対応す

る操作対象を特定てきたか否かを判断する (595) 。具体的には、制御都 は、ヵ一ソ

ルCの先端位置を表示領城に含む操作対象を特定し、特定てきたか否かを判断す

る。

０174 制御都 は、操作対象を特定てきなかったと判断した場合 (S95 O)、ステノプS

8 に処理を戻す。操作対象を特定てきたと判断した場合 (S95 S)、制御都 は

、特定した操作対象に対応する入力清報を受け付け (596) 、処理を終了する。

０175 上述したよぅに、本実施形態 6ては、ュ一ザかタノチ操作している際の接触点をクラ

スタリンク処理によって複数のクラスタに分類し、分類したクラスタから、タノチ操作の

ための接触点を含むクラスタを つ特定する。これにより、タノチ操作に必要のない接

触点を排除てきるのて、タノチ操作された操作対象の判定栢度か向上する。

０176 本実施形態 6ては、クラスタリンク処理部2０によって分類されたクラスタ毎に、各接

触点を含む接触領城か特定され、特定された各接触領城の面積か 体い接触領城

か、タノチ操作に必要な接触領城とされていた。しかし、例えは、特定された各接触

領城の面積か大きい接触領城か、タノチ操作に必要な接触領城とされてもよい。この

場合、例えは、タノチパネル6上に微小のコミか付着していた場合に、このコミの付着

箇所をタノチ操作に必要な接触領城としないことにより、タノチ操作の栢度を向上さ

せることかてきる。

０177 本実施形態 6は、上述した実施形態 の変形例として脱明したか、上述した実施形

態2～5のよぅな構成にも適用することかてきる。

０178 (実施形態 7)

以下に、実施形態 7に係る電気機器について脱明する。なお、本実施形態 7の電

気機器は、上述した実施形態 の電気機器 ０と同様の構成によって実現することか

てきるのて、同様の構成については同一の符号を付して脱明を省略する。

本実施形態 7の電気機器 ０は、実施形態 の電気機器 ０と同様の処理を行ない

つつ、補正値 4aの更新処理も行なぅ。

０179 本実施形態 7の電気機器 ０は、図 に示したハートウェア各部を備える。

図25は実施形態 7の電気機器 ０の機能構成例を示す機能フロノク図、図26及ひ



図2 7は補正値 4aの更新処理を説明するための模式図である。図2 6は、メーラー

を電気機器 ０で実行させた場合にタッチパネル6 に表示される画面例を示している

０18０ 図2 6 (a) は、ュ一ザがタッチ操作を開始した際の画面の状態を示しており、図2 6 (

b)は、ュ一ザがタッチ操作を終了した直後の画面例を示している。即ち、ュ一ザがタ

ッチ操作を開始した時点では図2 6 (a) に示す位置にカーソル (カーソルS ) が表示

され、ュ一ザがタッチ操作を終了した時点でほ図2 6 b) に示す位置にカーソルC (カ

ーソル )が表示されていた。図2 7には、図2 6 (a) (b)で示したよぅなタッチ操作開

始時のカーソルS と、タッチ操作終了時のカーソル と、タッチ操作開始時の接触領

城 とを抽出して示す。

０18 1 本実施形態 7の電気機器 ０において、制御部 は、 2又は記憶部4に格納さ

れている制御プログラムを実行することによって、図3に示した各機能のほかに、補正

値 更新部2 の機能を実現する。

０182 本実施形態 7の表示態様決定部 3は、上述の実施形態 の表示態様決定部 3と

同様に、ュ一ザがタッチ操作している際の接触領城 の形状及び面積を接触領城

算出部 2から取得する。本実施形態 7の表示態様決定部 3は、まず、取得した接

触領城 の面積が、補正値 4aに格納された接触領城の面積の最小値未満であ

るか否かを判断する。取得した面積が最小値未満であると判断した場合、表示態様

決定部 3は、接触領城 の形状として接触領城算出部 2から通知された接触点、

の座標値を操作対象特定部 5に通知する。

０183 取得した面積が最小値以上であると判断した場合、表示態様決定部 3は、取得し

た接触領城 の面積に応じた補正値を補正値 4aから読み出す。次に表示態様

決定部 3は、接触領城算出部 2から通知された接触領城 の形状に某づいて、

接触領城 の上方の長辺の中央位置の座標値を算出する。表示態様決定部 3は

、接触領城 の上方の長辺の中央位置から、この長辺に垂直な方向に、補正値

4 aから読み出した補正値だけ隔てた位置の座標値を算出する。なお、接触領城

の上方の長辺の中央位置から補正値だけ隔てた位置が、矢印形状のカーソルの先

端位置となる。



０184 表示態様決定部 3は、カーソルの先端位置の座標値と、接触領城 の上方の長

辺の中央位置の座標値とをカーソル表示指示部 4に通知する。なお、カーソルの先

端位置と、接触領城 の長辺の中央位置とを接続した直線の方向が、カーソルが

指し示す方向となる。また、表示態様決定部 3は、カーソルの先端位置の座標値を

操作対象特定部 5に通知する。

０185 本実施形態 7の表示態様決定部 3は、接触領城算出部 2から通知された接触領

域 の形状に某づいて算出した、接触領域 Oの上方の長辺の中央位置の座標値

を補正値 更新部2 に通知する。また、本実施形態 7の表示態様決定部 3は、逐

次算出するカーソルの先琳位置の座標値を補正値 更新部2 に通知する。なお、

接触領城 の上方の長辺の中央位置を、接触領城 の某準点とする。

０186 本実施形態 7のタッチ終了検知部 7は、接触点検出部 から取得する接触点の

座標値に某づいて、ュ一ザによるタッチ操作が終了したか否かを判断する。タッチ終

了検知部 7は、ュ一ザによるタッチ操作が終了したことを検知した場合、タッチ操作

が終了した旨を操作対象特定部 5及び補正値 更新部2 に通知する。

０187 補正値 更新部2 は、ュ一ザがタッチ操作している際の接触領城 の上方の

長辺の中央位置 (接触領城 の某準点 ) の座標値と、カーソルの先端位置の座標

値とを表示態様決定部 3から取得する。また、補正値 更新部2 は、ュ一ザによ

るタッチ操作が終了した場合、タッチ操作が終了した旨をタッチ終了検知部 7から

通知される。

０188 補正値 更新部2 は、表示態様決定部 3から取得する接触領城 の某準点、

の座標値と、カーソルの先端位置の座標値とから、ュ一ザのタッチ操作開始時点で

の接触領城 の某準点の座標値とカーソルS の先端位置の座標値とを取得する。

なお、ュ一ザのタッチ操作開始時点での接触領城 の某準点は、図2 7中の点 (

Xo o)であり、ュ一ザのタッチ操作開始時点でのカーソルS の先端位置は、図2 7

中の点S (Xs s) である。

０189 また、補正値 更新部2 は、タッチ終了検知部 7からタッチ操作の終了を通知さ

れたタイミングに墓づいて、表示態様決定部 3から取得するカーソルの先端位置の

座標値から、ュ一ザの久ソチ操作終了時点でのカーソル の先端位置の座標値を取



得する。なお、ュ一ザのタッチ操作終了時点でのカーソル の先端位置は、

の点 (Xe e)である。

０19０ 補正値 更新部2 は、接触領城 の某準点 (Xo o)と、カーソルS の先端

位置S (Xs s)と、カーソル の先端位置 (Xe e)とに某づいて、カーソルSから

カーソル への移動呈を算出する。補正値 更新部2 は、例えば、図2 7 (b) に示

すよぅに、線分 Oと 二Xeとの交点 (X )を算出する。そして、補正値 更新部

2 は、線分S の長さを算出し、算出した長さを移動呈とする。

０19 1 なお、移動呈の算出方法は、図2 7 (b) に示した例に限られない。例えば、図2 7 (c)

に示すよぅに、補正値 更新部2 は、線分 Oと 二 eとの交点 (X )を算出

し、線分S の長さを算出し、算出した長さを移動呈としてもよい。また、図2 7 (d) に

示すよぅに、補正値 更新部2 は、カーソル の先端位置 (Xe e)を通り、線分

に直交する関数を求める。そして、補正値 更新部2 は、求めた関数と線分S

との交点 2 (X )を算出し、線分S 2の長さを算出し、算出した長さを移動呈と

０192 補正値 更新部2 は、このよぅに算出した移動呈を接触領城の面積毎に、例え

ば 3 は記憶部4 に蓄積する。接触領城の面積毎に所定数 (例えば2０個 ) の

移動呈が蓄積された場合、補正値 更新部2 は、蓄積された移動呈に某づいて、

補正 4aに格納されている補正値に対して更新すべき値を算出する。

０193 具体的には、補正値 更新部2 は、所定数の移動呈が蓄積された接触領城の

面積に対応して補正 4aに格納されている補正値を読み出す。即ち、補 E j

更新部2 は、更新すべき補正値を補正 j から読み出しておく。

そして、補正値 更新部2 は、接触領城の面積毎に蓄積した移動呈から典常値

を排除する。例えば、補正値 更新部2 は、蓄積した移動呈の平均値を算出し、

算出した平均値から所定範囲内に入らない移動呈を典常値として排除する。

０194 補正値 更新部2 は、典常値を排除した移動呈の平均値を算出し、算出した平

均値を、補正 4aから予め読み出していた更新すべき補正値から差し引く。ここ

で得られた数値は、図2 7 (b)～(d) に示した線分O の平均値となり、更新後の補正

値となる。なお、図2 7で示した例では、線分 Oの長さは線分 の長さよりも短いが



、線分 Oの長さが線分 の長さよりも長い場合、補正値 更新部2 は、算出し

た平均値を、補正値 4aから予め読み出していた更新すべき補正値に加算する。

０195 補正値 更新部2 は、所定数の移動呈が蓄積された接触領城の面積に対応し

て補正値 4aに格納されている補正値を、更新後の補正値として算出した値に更

新する。また、補正値 更新部2 は、更新後の補正値を算出するために山女 3又

は記憶部4に蓄積していた移動呈を削除する。これにより、不要な移動呈の蓄積を防

止し、 3又は記憶部4の有効利用が可能となる。

０196 なお、本実施形態 7の表示態様決定部 3、タッチ終了検知部 7及び補正値 更

新部2 以外の各部は、上述の実施形態 で説明した処理と同一の処理を行なぅ。

０197 以下に、本実施形態 7の電気機器 ０において、ュ一ザがタッチ操作する際に制御

部 が行なぅ処理についてフローチャートに某づいて説明する。図2 8乃至図3０は実

施形態 7の入力情報受付処理の手順を示すフローチャートである。以下の処理は、

電気機器 ０の O 2又は記憶部4 に格納されている制御プログラムに従って制御

部 によって実行される。

０198 制御部 は、タッチセンザ 6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザによってタッチパ

ネル6をタッチ操作されたか否かを検出している (S ０ ) 。制御部 は、タッチ操作さ

れたことを検出していない場合 (S ０ : ) 、ステップS 3へ処理を移行する。タッ

チ操作されたことを検出した場合 (S ０ : S)、制御部 は、ュ一ザがタッチ操作し

ている接触点の座標値を取得する (S ０2)

０199 制御部 は、取得した接触点の座標値に某づいて、全ての接触点を含み、最小ザ

イズとなる矩形の接触領城 を特定する (S ０3)。制御部 は、特定した接触領城

0の某準点の座標値を取得する (S ０4 )。具体的には、制御部 は、接触領城 の

上方の長辺の中央位置の座標値を取得する。また制御部 は、特定した接触領城

0の面積を算出する (S ０5 )

０2００ 制御部 は、算出した面積が、補正値 4aに格納されている接触領城の面積の

最小値未満であるか否かを判断する (S ０6 ) 。算出した面積が最小値未満であると

判断した場合 (S ０6 : S)、制御部 は、ステップS ０3で特定した接触領城 に

対応する操作対象を特定し、対応する操作対象を特定できたか否かを判断する (



０7 )。具体的には、制御部 は、接触領城 を表示領城に含む操作対象を特定し、

特定できたか否かを判断する。

０2０1 制御部 は、操作対象を特定できなかったと判断した場合 (S ０7 : ) 、ステップ

S に処理を戻す。操作対象を特定できたと判断した場合 (S ０7 : S)、制御部

は、特定した操作対象に対応する入力情報を受け付け (S ０8 ) 、処理を終了する。

０2０2 ステップS ０5で算出された面積が最小値以上であると判断した場合 (S ０6 : )

、制御部 は、算出した面積に応じた補正値を補正値 4aから読み出す (S ０9 )

制御部 は、ステップS ０3で特定した接触領城 の形状と、補正値 4aから読み

出した補正値とに某づいて、タッチパネル6 に表示すべきヵ一ソルCの表示態様を決

定する (S ) 。具体的には、制御部 は、接触領城 の上方の長辺の中央位置

の座標値と、接触領城 の上方の長辺の中央位置から、この長辺に垂直な方向に

、補正値 4aから読み出した補正値だけ隔てた位置の座標値とを算出する。

０2０3 制御部 は、ステッ ０で決定した表示態様でヵ一ソルCを表示させるための

表示指示を表示部6０へ出力し、ヵ一ソルCを表示部6０に表示させる ( ) 。制御

部 は、この時点 (タッチ操作開始時点 ) でのヵ一ソル5の先端位置の座標値を取得

する (S 2 )

０2０4 制御部 は、タッチセンザ 6 からの検出信号に某づいて、ュ一ザによるタッチ操作

が終了されたか否かを検出しており(S 3 ) 、タッチ操作が終了されたことを検出して

いない場合 (S 3 : ) 、ステップS に処理を戻す。

０2０5 制御部 は、タッチ操作が終了されたことを検出するまで、ステップS からS 2

の処理を繰り返す。タッチ操作が終了されたことを検出した場合 (S 3 : S)、制

御部 は、その時点 (タッチ操作終了時点 ) で表示されていたヵ一ソル の先端位置

の座標値を取得する (S 4 )。制御部 は、取得したヵ一ソル の先端位置に対応

する操作対象を特定し、対応する操作対象を特定できたか否かを判断する (S 5 )

。具体的には、制御部 は、ヵ一ソル の先端位置を表示領城に含む操作対象を特

定し、特定できたか否かを判断する。

０2０6 制御部 は、操作対象を特定できなかったと判断した場合 (S 5 : ) 、ステップ

S に処理を戻す。操作対象を特定できたと判断した場合 (S 5 : S)、制御部



は、特定した操作対象に対応する入力情報を受け付ける (S 6 )

０2０7 制御部 は、ステップS ０4で取得した接触領城 の某準点の座標値と、ステップ

S 2で取得したカーソルS の先端位置の座標値と、ステップS 4で取得したカーソ

ル の先端位置の座標値とに某づいて、カーソルSからカーソル への移動呈を算出

する。制御部 は、算出した移動呈を、接触領城 の面積に対応付けて山女 3又

は記憶部4に格納する (S 7 ) 。制御部 は、格納した移動呈に対応する面積に対し

て、所定数の移動呈を格納しているか否かを判断する (S 8 )

０2０8 所定数の移動呈を格納していないと判断した場合 (S 8 : ) 、制御部 は、ステ

ップS に処理を戻す。所定数の移動呈を格納していると判断した場合 (S 8 :

S)、制御部 は、格納された移動呈から典常値を除去する (S 9 )。制御部 は、

典常値を除去した移動呈に某づいて、補正値 4aに格納されている補正値に対

する更新後の補正値を算出し、補正値 4aに格納されている補正値を、算出した

更新後の補正値に更新する (S 2０)

０2０9 具体的には、制御部 は、典常値を排除した移動呈の平均値を算出し、算出した

平均値と、この時点で補正値 4aに格納されている補正値とに某づいて、更新後

の補正値を算出する。

制御部 は、ステップS 2０で更新後の補正値を算出するために山女 3又は記憶

部4 に格納されていた移動呈を削除し(S 2 ) 、処理を終了する。

０2 1０ 上述したよぅに、本実施形態 7では、タッチ操作開始時点からタッチ操作終了時点、

までのカーソルの移動呈に某づいて、補正値 4aに格納されている補正呈が動的

に更新される。よって、ュ一ザがカーソルを実際に移動させる移動呈に応じた補正呈

を補正値 4aに設定できるので、ュ一ザの使用状態に適した補正呈を設定できる

。これにより、ュ一ザのタッチ操作開始時点で表示されるカーソルの位置を、ュ一ザ

の使用状況に応じて最適化でき、ュ一ザがタッチ操作によってカーソルを移動させる

移動距離が短縮されるので操作性が向上する。

０2 11 本実施形態 7は、上述した実施形態 の変形例として説明したが、上述した実施形

態 2～6のよぅな構成にも適用することができる。

０2 12 (実施形態 8 )



以下に、実施形態 8 に係る電気機器について説明する。図3 は実施形態 8 の電気

機器 ０の構成例を示すブロック図である。本実施形態 8 の電気機器は、図 に示し

たハードウェア各部のほかに、外部記憶装置8 を備える。外部記憶装置8 は、例えば

ドライバスは ドライバ等であり、C 又は 等

である記録媒体 8 aから、記録媒体 8 a に格納されたデータを読み出す。

０2 13 記録媒体 8 a は、上述の各実施形態で説明した電気機器 ０として動作するために

必要な制御プログラムを記録している。外部記憶装置8 は、記録媒体 8 aから制御プロ

グラムを読み出して記憶部4 に格納させる。制御部 は、記憶部4 に格納された制御

プログラムをR 3に読み出して順次実行し、これにより、本実施形態 8 の電気機器

０は、上述の各実施形態で説明した電気機器 ０と同様の動作を行なぅ。

０2 14 なお、上述の各実施形態の電気機器 ０がュ一ザによるタッチパネル6 のタッチ操

作の検出及びカーソルの表示等を行なぅための制御プログラムは、例えば、ュ一ザイ

ンタフェース用のミドルウェアである ミドルウェアである。また、このよぅな制御プログ

ラムは、 S ソフトウェアに細み込まれてもよく、 S ソフトウェアに細み込まれている場

合は、 S ソフトウェアとして記録媒体 8 a に格納される。更に、このよぅな制御プログラ

ムは、アプリケーションソフトウェアに細み込まれてもよく、アプリケーションソフトウェア

に細み込まれている場合は、アプリケーションソフトウェアとして記録媒体 8 a に格納さ

れる。

０2 15 記録媒体 8 a としては、C 又は のほかに、フレキシブルディ

スク、メモリカード、 S (Un ve sa e a Bus) メモり等、各種の記録媒体を用いるこ

とができる。

０2 16 なお、電気機器 ０は、インターネット又は ( oca A ea Ne wo k)等のネットワ

ークに接続するための通信部を有してもよい。この場合、電気機器 ０は、上述の各

実施形態で説明した電気機器 ０として動作するために必要な制御プログラムを、ネ

ットワークを介してダウンロードして記憶部4 に格納させればよい。

０2 17 上述した各実施形態でほ、電気機器 ０がタッチパネル6 を備え、電気機器 ０の制

御部 が、ュ一ザによるタッチパネル6 のタッチ操作の検出及びカーソルの表示等を

行なっていた。しかし、例えば、タッチパネル6 を備えた端末装置で、ザーバで提供さ



れているカーソル表示補正機能を利用する形態にも本願を適用できる。この場合、

端末装置が、ユーザによるタッチパネル6のタッチ操作を検出し、ザーバが端末装置

に対してカーソルの表示を指示する。

０2 18 より具体的には、端末装置が、ユーザによるタッチパネル6のタッチ操作を検出し、

検出結果をザーバヘ送信する。そして、ザーバが、端末装置から取得した検出結果

に某づいて、カーソルの表示態様を決定し、決定した表示態様を端末装置へ送信す

る。端末装置は、ザーバから受信した表示態様に従って、自身のタッチパネル6 にカ

ーソルを表示させる。これにより、ネットワークを介してザーバを利用する際に用いる

端末装置においても、上述した各実施形態の電気機器 ０と同様の効果が得られる。

０2 19 上述した各実施形態では、タッチパネル6のタッチセンザ6 が、ユーザがタッチ操

作する際のタッチパネル6 との接触点を検出していた。しかし、タッチパネル6を操作

するための専用のぺンが、自身のぺン先とタッチパネル6 との接触点及び接触領城

の情報を取得してもよい。例えば、専用のぺンが、タッチパネル6又は記録紙上の所

定のパターンを検出し、自身のぺン先がタッチパネル6又は記録紙上のどの箇所と

接触しているかを検出するセンザを備えてもよい。このようなぺンで、所定のパターン

が形成されたタッチパネル6又は記録紙上をタッチ操作した場合、ペンによって検出

された接触点の情報を電気機器 ０が取得することにより、上述の各実施形態の電気

機器 ０と同様の処理が可能となる。

０2 2０ 上述した各実施形態では、ユーザがタッチ操作している際の接触領城の面積が、

補正 jE 4aに格納されている接触領城の面積の最小値未満である場合にのみ、

カーソルを表示させずに、接触領城を表示領城に含む操作対象が選択されたとして

いた。このような構成のほかに、ユーザがタッチ操作している時間を計測し、計測した

時間が所定時間 (例えば 秒間)未満である場合にもカーソルを表示させずに、接触

領城を表示領城に含む操作対象が選択されたとしてもよい。即ち、ユーザがタッチ操

作している時間が所定時間 (例えば 秒間) 以上となった場合に、接触領城の面積に

応じた位置へのカーソルの表示を開始してもよい。

０2 2 1 上述した各実施形態では、ユーザがタッチ操作している際の接触領城の面積に応

じた位置にカーソルを表示させていた。このような構成に更に、例えばユーザが指で



タッチ操作している場合に、接触領城から指の先端までの長さを検出するセンザを備

えてもよい。即ち、タッチパネル6には接触していない指先部分の長さを検出してもよ

い。この場合、少なくとも検出した長さを接触領城から隔てた位置にカーソルを表示

させることにより、カーソルが指によって隠れる位置に表示されることを確実に防止で

きる。

上述した各実施形態では、ュ一ザがタッチ操作している際の接触領城の面積に応

じて、接触領域からカーソルの始点までの距離を決定していたが、接触領域の面積

に応じて、接触領城を始点とするカーソルの長さを決定するよぅにしてもよい。この場

合、補正値 4aの補正値の欄には、接触領城からカーソルの始点までの距離では

なく、接触領城の面積に対応付けて、接触領城を始点とするカーソルの長さが格納さ

れる。カーソルの長刮ま、接触領城の周辺の指で隠れる領城を考慮して、最低の長さ

を某準として、補正値と同様に、接触領城の面積に応じて、長さを長くしておく。この

構成により、上述の各実施形態と同様の効果が得られる。



請求の範囲

コンピュータの制御部に、所定の接触対象に対する接触操作による入力情報を受

け付けさせるコンピュータプログラムにおいて、

コンピュータの制御部に、

前記接触対象に対して接触操作された接触領城の情報をタッチセンザより取得さ

せる領城取得ステップと、

該領城取得ステップで取得した接触領城の情報に某づいて、記憶部に記憶された

情報を参照し、接触操作に連動して表示される操作対象指示子の表示態様を決定

させる決定ステップと、

該決定ステップで決定した表示態様で前記操作対象指示子を表示部に表示させ

る表示指示を出力させる出カステップと、

前記接触領城の移動に連動して、前記表示された操作対象指示子を移動させる移

動ステップと、

接触操作が終了した時点の前記操作対象指示子の表示位置に対応する入力情報

を受け付けさせる受付ステップと

を含むコンピュータプログラム。

2 前記接触領城の情報は、面積である請求項 に記載のコンピュータプログラム。

3 前記表示態様は、前記操作対象指示子のザイズである請求項 又は2に記載のコ

ンピュータプログラム。

4 前記表示態様は、前記操作対象指示子の始点から前記接触領城の端部までの距

離を含む請求項3に記載のコンピュータプログラム。

5 前記接触領城の情報は、面積及び矩形を示す情報であり、

前記決定ステップは、面積に応じて前記操作対象指示子の始点とすべき矩形上の
。位置を決定する請求項 から4までのぅちのいずれかひとっに記載のコンピュータフ

ログラム。

6 前記決定ステップは、前記接触領城の面積が所定の閾値以下である場合、前記操

作対象指示子の表示を抑止し、

前記受付ステップは、前記接触操作が終了した時点の前記接触領城に対応する



入力情報を受け付けさせる請求項 から5までのいずれかひとつに記載のコンピュー

7 前記操作対象指示子が指し示す操作対象の大きさに応じて、前記所定の閾値を

設定させる設定ステップを含む請求項6に記載のコンピュータプログラム。

8 前記接触対象を含む機器の操作状況を示す情報を取得させる状況取得ステップ

を含み、

前記決定ステップは、前記状況取得ステップで取得した情報及び前記領域取得ス

テップで取得した接触領城の情報に某づいて、操作対象指示子の表示態様を決定

する請求項 から7までのいずれかひとつに記載のコンピュータプログラム。

9 前記操作状況を示す情報は、前記機器の操作状況を検出する検出回路から出力

される検出信号に某づく情報である請求項8に記載のコンピュータプログラム。

０ 前記検出回路は、前記接触対象に対する接触操作による接触圧力を検出する回

路である請求項9に記載のコンピュータプログラム。

前記検出回路は、前記機器に加えられた傾きを検出する回路である請求項9に記

載のコンピュータプログラム。

2 前記領城取得ステップにて取得された接触領城の情報に某づいて、所定の条件に

従って複数の接触領城に分類させる領城分類ステップを含み、

前記領城取得ステップは、前記領城分類ステップで分類された複数の接触領城の

それぞれの面積に応じて選択された つの接触領城の情報を取得する請求項2から

までのいずれかひとつに記載のコンピュータプログラム。

3 前記接触対象に対する接触操作の終了位置を検出する終了検出ステップと、

前記領城取得ステップで取得した接触領城の情報、前記決定ステップで決定した

表示態様及び前記終了検出ステップで検出した終了位置に某づいて、前記操作対

前記決定ステップは、前記特定ステップで特定した情報及び前記領城取得ステッ

プで取得した接触領城の情報に某づいて、操作対象指示子の表示態様を決定する

請求項 から 2までのいずれかひとつに記載のコンピュータプログラム。

4 所定の接触対象に対する接触操作による入力情報を受け付ける入力装置におい



て、

表示部と、

記憶部と、

前記接触対象に対して接触操作された接触領城の情報を前記タッチセンザより取

得する領城取得手段と、

該領域取得手段が取得した接触領域の情報に某づいて、前記記憶部に記憶され

た情報を参照し、接触操作に連動して表示される操作対象指示子の表示態様を決

定する決定手段と、

該決定手段が決定した表示態様で前記操作対象指示子を前記表示部に表示させ

る表示指示を出力する出力手段と、

前記接触操作が終了したことに応じて、接触操作が終了した時点の前記操作対象

指示子の表示位置に某づいて、操作対象を特定する特定手段と、

前記特定した操作対象に対して、接触操作による入力情報を通知する通知手段と

前記接触領城の移動に連動して、前記表示された操作対象指示子を移動させる移

動手段と、

接触操作が終了した時点の前記操作対象指示子の表示位置に対応する入力情報

を受け付ける受付手段と

を備える入力装置。

5 前記接触対象に対して接触操作された箇所を検出する接触検出手段を備え、

前記領城取得手段は、前記接触検出手段が検出した箇所に某づいて前記接触領

城の情報を取得する請求項 4に記載の入力装置。

6 所定の接触対象に対する接触操作による入力情報を受け付ける入カ方法におい

て、

前記接触対象に対して接触操作された接触領城の情報をタッチセンザより取得さ

せる領域取得ステップと、

該領城取得ステップで取得した接触領城の情報に某づいて、記憶部に記憶された



情報を参照し、接触操作に連動して表示される操作対象指示子の表示態様を決定

させる決定ステップと、

該決定ステップで決定した表示態様で前記操作対象指示子を表示部に表示させ

る表示指示を出力させる出カステップと、

前記接触領城の移動に連動して、前記表示された操作対象指示子を移動させる移

動ステップと、

接触操作が終了した時点の前記操作対象指示子の表示位置に対応する入力情報

を受け付けさせる受付ステップと

を含れ入カ方法。
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