
JP 5157881 B2 2013.3.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、その筐体に穿設されている放音口から通話相手の音声を放音する放音手段と、
その放音手段の放音口から所定間隔を空けて前記筐体に穿設されている集音口から通話相
手に送信する音声を集音する集音手段と、その集音手段の集音口と前記放音手段の放音口
とに挟まれて前記筐体に設けられ所定の指示を入力する複数の操作子とを備えた通話装置
において、
　前記複数の操作子のうち少なくとも一部の操作子は、押しボタン式によって構成されて
おり、
　前記通話相手が使用する通話装置と回線が閉結されている間に、前記放音口から前記集
音口までを占める領域の少なくとも一部を検出領域として、その検出領域に対する顔の接
近状態または接触状態を検出する検出手段と、
　その検出手段によって前記検出領域に対する顔の接近状態または接触状態が検出された
場合に、前記複数の操作子のうち１以上の操作子からの入力を無効にする第１の無効手段
と、
　その第１の無効手段によって入力を無効にされた操作子に割り当てられていた通話に関
係する指示を、前記複数の操作子のうち、入力が有効な押しボタン式の操作子に割り当て
る変更手段とを備えていることを特徴とする通話装置。
【請求項２】
　前記変更手段は、前記第１の無効手段によって入力を無効にされた操作子に割り当てら
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れていた通話に関係する指示を、前記複数の操作子のうち、前記集音口の近傍に配置され
ている、入力が有効な操作子に割り当てることを特徴とする請求項１に記載の通話装置。
【請求項３】
　一の操作子からの指示が入力されてからの時間を計時する計時手段と、
　その計時手段によって計時される時間が所定時間を経過する前に、別の操作子からの指
示が入力された場合に、前記一の操作子から入力された指示を無効とする第２の無効手段
とを備えていることを特徴とする請求項１又は２に記載の通話装置。
【請求項４】
　一の操作子からの指示と、別の操作子からの指示とが同時に入力されたかを判断する判
断手段と、
　その判断手段によって同時に入力されたと判断された場合に、前記一の操作子と前記別
の操作子とから入力された指示の各々を無効とする第３の無効手段とを備えていることを
特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の通話装置。
【請求項５】
　前記筐体を把持することなく前記通話相手と通話可能なハンズフリーモードと、
　前記検出手段によって前記検出領域に対する顔の接近状態または接触状態が検出されな
かった場合に前記ハンズフリーモードに切替えるモード切替手段とを備えていることを特
徴とする請求項１から４のいずれかに記載の通話装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通話装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　次の特許文献１には、携帯電話端末に関し、スピーカ５付近に身体の一部の接触を認識
するタッチパネル１を設け、そのタッチパネル１での接触が認識されている場合には通話
中であるものとして全てのキー操作を無効とし、タッチパネル１での非接触が認識されて
いる場合には通話が中断しているものとして通話に必要なキー操作だけを有効にすること
が記載されている。
【特許文献１】特開２００２－１３５３６９（段落第「０００６」等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述した特許文献１では、タッチパネル１で接触が認識されている場合
には、通話中であるものとして全てのキー操作を無効とするので誤操作は防げるものの、
通話に必要なキー操作をしたい場合には、わざわざ、タッチパネル１から身体の一部を引
き離して、タッチパネル１に非接触の状態を認識させる必要があった。換言すれば、通話
中にタッチパネル１に備えられたキーを操作するには不便であった。
【０００４】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、通話中の操作子から
の入力が容易である通話装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的を達成するために、請求項１記載の通話装置は、筐体と、その筐体に穿設され
ている放音口から通話相手の音声を放音する放音手段と、その放音手段の放音口から所定
間隔を空けて前記筐体に穿設されている集音口から通話相手に送信する音声を集音する集
音手段と、その集音手段の集音口と前記放音手段の放音口とに挟まれて前記筐体に設けら
れ所定の指示を入力する複数の操作子とを備えたものであって、前記複数の操作子のうち
少なくとも一部の操作子は、押しボタン式によって構成されており、前記通話相手が使用
する通話装置と回線が閉結されている間に、前記放音口から前記集音口までを占める領域
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の少なくとも一部を検出領域として、その検出領域に対する顔の接近状態または接触状態
を検出する検出手段と、その検出手段によって前記検出領域に対する顔の接近状態または
接触状態が検出された場合に、前記複数の操作子のうち１以上の操作子からの入力を無効
にする第１の無効手段と、その第１の無効手段によって入力を無効にされた操作子に割り
当てられていた通話に関係する指示を、前記複数の操作子のうち、入力が有効な押しボタ
ン式の操作子に割り当てる変更手段とを備えている。
【０００６】
　請求項２記載の通話装置は、請求項１記載の通話装置において、前記変更手段は、前記
第１の無効手段によって入力を無効にされた操作子に割り当てられていた通話に関係する
指示を、前記複数の操作子のうち、前記集音口の近傍に配置されている、入力が有効な操
作子に割り当てる。
【０００７】
 
【０００８】
 
【０００９】
 
【００１０】
　請求項３記載の通話装置は、請求項１又は２に記載の通話装置において、一の操作子か
らの指示が入力されてからの時間を計時する計時手段と、その計時手段によって計時され
る時間が所定時間を経過する前に、別の操作子からの指示が入力された場合に、前記一の
操作子から入力された指示を無効とする第２の無効手段とを備えている。
【００１１】
　請求項４記載の通話装置は、請求項１から３のいずれかに記載の通話装置において、一
の操作子からの指示と、別の操作子からの指示とが同時に入力されたかを判断する判断手
段と、その判断手段によって同時に入力されたと判断された場合に、前記一の操作子と前
記別の操作子とから入力された指示の各々を無効とする第３の無効手段とを備えている。
【００１２】
　請求項５記載の通話装置は、請求項１から４のいずれかに記載の通話装置において、前
記筐体を把持することなく前記通話相手と通話可能なハンズフリーモードと、前記検出手
段によって前記検出領域に対する顔の接近状態または接触状態が検出されなかった場合に
前記ハンズフリーモードに切替えるモード切替手段とを備えている。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１記載の通話装置によれば、回線が閉結された後、放音口から集音口までを占め
る領域の少なくとも一部を検出領域とし、その検出領域に対して顔の接近状態または接触
状態が検出された場合には、複数の操作子のうち１以上の操作子からの入力を無効にする
ので、回線閉結中における誤操作を抑制できるという効果がある。また、入力が無効にさ
れた操作子に割り当てられていた指示は、複数の操作子のうち入力が有効な操作子に割り
当てるので、回線閉結中に検出領域に対する顔の接近状態または接触状態が検出されてい
る状態でも、入力が無効にされた指示を入力できる。即ち、回線閉結中に、入力が無効に
された指示を入力するのに、わざわざ顔の接近状態または接触状態を解除する必要がない
ので、回線閉結中におけるユーザの操作性を向上できるという効果がある。このように、
回線閉結中における誤操作を抑制しつつ、回線閉結中におけるユーザの操作性を向上でき
るという効果がある。また、操作子は、押しボタン式によって構成されており、入力を無
効にされていた操作子に割り当てられていた通話に関係する指示は、入力が有効な押しボ
タン式の操作子に割り当てられるので、割り当ての変更を簡単にすることができるという
効果がある。
【００１４】
　請求項２記載の通話装置によれば、請求項１に記載の通話装置の奏する効果に加え、複
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数の操作子のうち、通話に関係する指示を入力する操作子の配置が、集音口の近傍に変更
される。一般的には、口と集音口の近傍とは離れているので、回線閉結中の操作子からの
入力が容易であるという効果がある。また、全ての操作子の配置を集音口付近に変更する
ことで集音口付近に操作子が密集するのが抑制される。よって、誤操作が発生するのを防
止することができるという効果がある。また、通話に関係する指示を入力する操作子以外
の操作子からの入力は無効にされるので、通話に関係する指示以外の指示が入力されるこ
とがなく、誤操作が発生するのを防止することができるという効果がある。
【００１５】
 
【００１６】
 
【００１７】
 
【００１８】
　請求項３記載の通話装置によれば、請求項１又は２に記載の通話装置の奏する効果に加
え、一の操作子からの指示が入力されてから所定時間が経過する前に、別の操作子からの
指示が入力された場合には、一の操作子から入力された指示は無効とされる。意図した別
々の操作子を操作するのには、ある程度の時間を要するものである。換言すれば、極めて
短時間の間に別々の操作子が操作された場合、一の操作子に対する操作は誤操作である可
能性が高く、かかる一の操作子から入力された指示を無効にすることで、誤操作が発生す
るのを防止することができるという効果がある。
【００１９】
　請求項４記載の通話装置によれば、請求項１から３のいずれかに記載の通話装置の奏す
る効果に加え、一の操作子からの指示と、別の操作子からの指示とが同時に入力されたと
判断された場合には、一の操作子と別の操作子とから入力された指示の各々が無効とされ
る。この場合、いずれかの操作子からの指示は誤操作である可能性が高いので、いずれの
操作子からの指示を無効にすることで、誤操作が発生するのを防止することができるとい
う効果がある。
【００２０】
　請求項５記載の通話装置によれば、請求項１から４のいずれかに記載の通話装置の奏す
る効果に加え、検出領域に対する顔の接近状態または接触状態が検出されなかった場合に
は、筐体を把持することなく通話相手と通話可能なハンズフリーモードに切替えられる。
例えば、放音口を押し当てる耳を替えるような場合には、通話中であっても検出領域に対
する顔の接近状態または接触状態が検出されなくなるが、この場合にハンズフリーモード
に切替えることで、漏れなく通話を継続することができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。図１で通話
装置（後述する子機３１）の外観構成、図２で通話装置のハードウェア構成、図３で通話
装置の前面のキー配列の一例、図４～図５で通話装置の表示更新処理を説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の通話装置の一例である子機３１と、その子機３１の親機を有する多機
能周辺装置（以下、「ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）
」と称す）１との外観構成を示した斜視図である。本実施形態の子機３１の前面には、Ｌ
ＣＤ３９およびタッチパネル４０が配設されており、ユーザは、タッチパネル４０による
入力操作を行って、子機３１の各種設定や各種制御を行う。
【００２３】
　この子機３１は、待機中（着信や発信待ち）から通話中となったら、タッチパネル４０
の検出領域のうち、ユーザが手で保持したり、顔が接触する可能性が高い領域での入力操
作を無効とし、更に、通話に関する入力操作の入力位置を誤操作の可能性が低いマイクロ
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フォン４１付近に変更するものである。
【００２４】
　ＭＦＰ１および子機３１は、それぞれ無線通信３００（図２参照）可能に構成されてお
り、互いに通話が行えるように構成されている。また、子機３１は、ユーザが子機３１を
手で持たなくても通話が行えるスピーカホンモード（ハンズフリーモード）を有している
。
【００２５】
　まず、ＭＦＰ１（親機）の外観構成について説明する。ＭＦＰ１は、電話機能、ファク
シミリ機能、プリンタ機能、スキャナ機能、及び、コピー機能などの各種機能を有してお
り、電話機能による通話やファクシミリ機能によるデータ送信を行うために電話回線網１
００（図２参照）と接続されている。ＭＦＰ１の上部には、ファクシミリ機能、スキャナ
機能、又は、コピー機能の実行時に原稿を読み取るためのスキャナ２１が配置されている
。
【００２６】
　ＭＦＰ１の筐体内部には記録用紙に画像を印刷する装置として、所謂インクジェットプ
リンタで構成されたプリンタ２２が内蔵されている。プリンタ２２は、インクを吐出する
印刷ヘッド、紙送り装置、回復装置を備えカラー印刷を行うものである。
【００２７】
　ＭＦＰ１の上面には、操作パネル６が設けられており、操作キー１５と、ＬＣＤ１６と
、マイクロフォン２３（図２参照）と、スピーカ２４（図２参照）とを具備する。操作キ
ー１５には、電話番号を入力するための数字ボタンなどの各種ボタンが設けられている。
【００２８】
　ＭＦＰ１が電話回線網１００（図２参照）を介して外部装置（非図示）と通話可能に接
続されている場合、ユーザから発せられる音声は、このマイクロフォン２３によって音信
号に変換され、電話回線網１００を介して外部装置（非図示）へと送信される。また、ス
ピーカ２４からは、エラー発生時の注意音や、電話回線網１００を介した外部装置（非図
示）からの着呼に応じた呼出音や、外部装置（非図示）から送信されてくる音信号に基づ
く音声などが発音される。
【００２９】
　次に、子機３１の外観構成について説明する。子機３１の筐体４９の前面には、ＬＣＤ
３９が設けられており、このＬＣＤ３９の表示面には、入力装置の一種であるタッチパネ
ル４０が配設されている。ＬＣＤ３９には、子機３１の操作手順や、通話の状態や、電話
番号を入力するための数字ボタンなどが表示される。
【００３０】
　ＬＣＤ３９に表示されている画像（例えば、画像で形成されたキー（以後、「画像キー
」と称する））が、ユーザによって指で触れられると、ＬＣＤ３９の表示面に配設された
タッチパネル４０が指で触れられることになる。タッチパネル４０では、指の接触（又は
接近）が検出されたら、その触れられた（接近された）位置が特定される。ＣＰＵ３２（
図２参照）は、タッチパネル４０により検出された指の位置に応じて、その指の位置に表
示されている画像（例えば、画像キー）に対応する各処理を実行する。
【００３１】
　上述した通り、本実施形態の子機３１の前面には、一般的な押しボタン式のキーを設け
ておらず、その変わりに、画像キーをＬＣＤ３９に表示して、その画像キーが押下された
か否かをタッチパネル４０で検出している。よって、待機中や通話中などの状態や、ユー
ザによる入力操作などに応じて、容易に画像キーの表示位置や、画像キーの名称およびそ
の機能を容易に変更することができる。
【００３２】
　また、本実施形態では、各種方式（抵抗膜方式や、赤外線方式など）があるタッチパネ
ルの中で、投影型静電容量方式のタッチパネル４０を用いている。静電容量方式のタッチ
パネルとは、指先とタッチパネルとが接近（又は接触）した場合に、指とタッチパネルと
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が静電結合して、指とタッチパネルとの間の静電容量が変化することを利用したものであ
る。静電容量方式のタッチパネルでは、この静電容量の変化を検出するので、指がタッチ
パネルに接触しているかに加えて、指がタッチパネルに接近していることも検出できる。
【００３３】
　また、投影型とは、タッチパネル４０内で静電容量の変化を複数箇所で同時に検出する
ために、指などの接触（又は接近）を検出する領域を、例えば碁盤の目のように細かく区
分けし、各領域毎に指の接近（又は接触）を検出する電極パターンを配設したものである
。なお、区分けされた各領域のことをそれぞれ検出領域と称する。
【００３４】
　子機３１の筐体４９の前面であって、ＬＣＤ３９，タッチパネル４０の下方には、マイ
クロフォン４１（マイクロフォン４１の集音口）が設けられている。ＭＦＰ１が電話回線
網１００（図２参照）を介して外部装置（非図示）と通話可能に接続されている場合、ユ
ーザから発せられる音声は、このマイクロフォン４１によって音信号に変換され、ＭＦＰ
１および電話回線網１００を介して外部装置（非図示）へと送信される。
【００３５】
　また、子機３１の筐体４９の前面であって、ＬＣＤ３９，タッチパネル４０の上方には
、スピーカ４２（スピーカ４２の放音口）が設けられている。スピーカ４２は、入力され
た音信号を音に変換して発音するものであり、エラー発生時の注意音や、電話回線網１０
０を介した外部装置（非図示）からの着呼に応じた呼出音や、外部装置（非図示）から送
信されてくる音信号に基づく音声などが発音される。よって、ユーザは子機３１を用いて
外部装置（非図示）との間で通話を行うことができる。
【００３６】
　次に、図２を参照して、ＭＦＰ１（親機）および子機３１の電気的構成について説明す
る。図２は、ＭＦＰ１および子機３１の電気的構成を示すブロック図である。まず、ＭＦ
Ｐ１について説明する。
【００３７】
　ＭＦＰ１は、ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、操作キー１５、ＬＣＤ１６、無線
通信制御回路１９、スキャナ２１、プリンタ２２、マイクロフォン２３、スピーカ２４、
ＮＣＵ２６、モデム２７とを主に有している。
【００３８】
　ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３は、バスライン２８を介して互いに接続されてい
る。また、操作キー１５、ＬＣＤ１６、無線通信制御回路１９、スキャナ２１、プリンタ
２２、マイクロフォン２３、スピーカ２４、ＮＣＵ２６、モデム２７、バスライン２８は
、入出力ポート２９を介して互いに接続されている。
【００３９】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２やＲＡＭ１３に記憶される固定値やプログラム或いは、無線
通信制御回路１９またはＮＣＵ２６を介して送受信される各種信号に従って、ＭＦＰ１が
有している各機能の制御や、入出力ポート２９と接続された各部を制御するものである。
【００４０】
　ＲＯＭ１２は、ＭＦＰ１で実行される制御プログラムなどを格納した書換不能なメモリ
である。ＲＡＭ１３は、書換可能な揮発性のメモリであり、ＭＦＰ１の各操作の実行時に
各種のデータを一時的に記憶するためのメモリである。
【００４１】
　無線通信制御回路１９は、無線通信用アンテナ２０を有しており、子機３１の無線通信
制御回路３７との間で無線通信３００を実行し、子機３１との間でデータ通信や、音信号
などの送受信を可能にする既知の回路である。
【００４２】
　ＮＣＵ２６は、電話回線網１００と接続されており、電話回線網１００へのダイヤル信
号の送出や、電話回線網１００からの呼出信号の応答などの制御を行うものである。モデ
ム２７は、ファクシミリ機能により送信が指示された画像データを、電話回線網１００に
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伝送可能な信号に変調してＮＣＵ２６を介して送信したり、電話回線網１００からＮＣＵ
２６を介して入力された信号を受信し、ＬＣＤ１６に表示したりプリンタ２２で記録可能
な画像データに復調するものである。
【００４３】
　次に、子機３１の電気的構成について説明する。子機３１は、ＣＰＵ３２、ＲＯＭ３３
、ＲＡＭ３４、無線通信制御回路３７、ＬＣＤ３９、タッチパネル４０、マイクロフォン
４１、スピーカ４２とを主に有している。ＣＰＵ３２、ＲＯＭ３３、ＲＡＭ３４、無線通
信制御回路３７、ＬＣＤ３９、タッチパネル４０、マイクロフォン４１、スピーカ４２は
、バスライン４５を介して互いに接続されている。
【００４４】
　ＣＰＵ３２は、ＲＯＭ３３やＲＡＭ３４に記憶される固定値やプログラム或いは、無線
通信制御回路３７を介して送受信される各種信号に従って、バスライン４５により接続さ
れた各部を制御するものである。ＲＯＭ３３は、子機３１で実行される各種の制御プログ
ラムを記憶する書換不能なメモリである。後述する図４のフローチャートに示す表示更新
処理、図５（ａ）のフローチャートに示す待機中キー操作実行処理、図５（ｂ）のフロー
チャートに示す通話中キー操作実行処理を実行する各プログラムは、このＲＯＭ３３に格
納されている。
【００４５】
　また、このＲＯＭ３３には、キー配列メモリ３３ａが設けられている。キー配列メモリ
３３ａは、待機中にＬＣＤ３９に表示する各画像キーの画像、及び、各画像キーの表示位
置と、通話中にＬＣＤ３９に表示する各画像キーの画像、及び、各画像キーの表示位置と
が格納されているメモリである。ＣＰＵ３２は、待機中（着信や発信待ち）であるか、又
は、通話中であるかに応じて、ＬＣＤ３９に表示する画像キーや、その表示位置を変更す
る（切替える）。
【００４６】
　ＲＡＭ３４は、各種のデータを一時的に記憶するための書換可能なメモリである。ＲＡ
Ｍ３４には、入力保留メモリ３４ａが設けられている。入力保留メモリ３４ａは、通話中
にユーザにより入力操作が行われた場合に、その入力操作が行われた画像キーを示す情報
（以後、「キー情報」と称する）を記憶するためのメモリである。例えば、入力保留メモ
リ３４ａには、キー情報として、画像キーの名称や、画像キーに対応づけられているキー
番号（キーコード）などが記憶される。
【００４７】
　無線通信制御回路３７は、無線通信用アンテナ３８を有しており、ＭＦＰ１の無線通信
制御回路１９との間で無線通信３００を実行し、ＭＦＰ１との間でデータ通信や、音信号
などの送受信を可能にする既知の回路である。
【００４８】
　次に、図３を参照して、子機３１のＬＣＤ３９に表示される画像キーのキー配列の一例
について説明する。図３（ａ）は、着信や発信待ち（待機中の）場合、又は、通話中にユ
ーザが子機３１から顔を離している場合に、ＬＣＤ３９に表示される画像キーのキー配列
（以後、「通常のキー配列」と称する）の一例を示すイメージ図である。図３（ｂ）は、
通話中であって、ユーザが子機３１に顔を接触（又は、接近）させている場合に、ＬＣＤ
３９に表示される画像キーのキー配列（以後、「誤操作防止用のキー配列」と称する）の
一例を示すイメージ図である。
【００４９】
　まず、通常のキー配列について説明する。待機中の場合、又は、通話中にユーザが子機
３１から顔を離している場合には、図３（ａ）に示すように、画像キーが通常のキー配列
でＬＣＤ３９に表示される。
【００５０】
　具体的には、ＬＣＤ３９の上端から下端に向かって順に、情報表示エリア７０と、十字
キー７１と、外線キー７２や内線キー７３や切キー７４と、数字および記号で構成される
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ダイヤルキー７５と、留守電キー７８や電源オフキー７９とが主に表示される。
【００５１】
　情報表示エリア７０には、入力操作に応じて、操作手順や子機３１の状態や、メッセー
ジなどが表示される。十字キー７１は、各種設定や各種制御を行う場合に、設定したい項
目を選択するためのキーであり、外線キー７２は外線発信を行ったり、着信を受けるため
のキーである。内線キー７３は、ＭＦＰ１との間で内線通話を行うためのキーであり、切
キー７４は、通話を中止する場合や、各種設定を中断するためのキーである。
【００５２】
　ダイヤルキー７５は、０～９までの数字キーと、星印（＊）キー７６と、番号記号（＃
）キー７６との１２のキーで構成されており、電話番号を入力したり、トーン信号を入力
するためのキーである。留守電キー７８は、留守番電話機能をオンまたはオフするための
キーであり、電源オフキー７９は子機３１の電源をオフするためのキーである。
【００５３】
　一般的に、待機中の場合、又は、通話中にユーザが子機３１を顔から離している場合に
は、ユーザは、ＬＣＤ３９の表示を確認しながら、タッチパネル４０による入力操作を行
うことが容易である。
【００５４】
　よって、ユーザが意図せずに画像キーに触れるなど、意図しない入力操作（誤操作）が
行われる可能性が低いので、タッチパネル４０の検出領域のうち、全領域での入力操作を
有効としている。なお、タッチパネル４０の検出領域のうち、入力操作を有効としている
領域のことを操作有効領域と称し、タッチパネル４０の検出領域であっても、入力操作を
無効としている領域のことを操作無効領域と称する。
【００５５】
　次に、誤操作防止用のキー配列について説明する。通話中であって、ユーザが子機３１
に顔を接触（又は接近）させている場合には、図３（ｂ）に示すように、画像キーが誤操
作防止用のキー配列でＬＣＤ３９に表示される。なお、図中のタッチパネル４０内におい
て、ハッチング部分は、操作無効領域であることを示しており、それ以外は、操作有効領
域であることを示している。
【００５６】
　具体的には、ＬＣＤ３９の上端から下端に向かって順に、情報表示エリア７０と、十字
キー７１と、外線キー７２や内線キー７３や切キー７４とが、図３（ａ）の場合と同様に
表示され、続けて、一部のキーが別のキーに変更されたダイヤルキー８０と、保留キー７
１や切キー７４と、音量大キー８２や音量小キー８３とが表示される。
【００５７】
　図３（ｂ）に示すように、この誤操作防止用のキー配列では、ダイヤルキー８０は、１
～９の数字キーだけしか表示されず、０の数字キーは表示されない。また、星印（＊）キ
ー７６が表示されていた位置には、星印（＊）キー７６の代わりに、保留キー８１が表示
され、番号記号（＃）キー７７が表示されていた位置には、番号記号（＃）キー７７の代
わりに、切キー７４が表示される。更に、留守電キー７８が表示されていた位置には、留
守電キー７８の代わりに、音量大キー８２が表示され、電源オフキー７９が表示されてい
た位置には、電源オフキー７９の代わりに、音量小キー８３が表示される。
【００５８】
　保留キー８１は、通話を保留するためのキーであり、音量大キー８２および音量小キー
８３は、受話音量を調整するためのキーである。ユーザは、音量大キー８２に触れること
で、受話音量を一段階大きくすることができ、音量小キー８３に触れることで、受話音量
を一段階小さくすることができる。
【００５９】
　なお、タッチパネル４０の操作有効領域内には、ユーザが子機３１に顔を接触（又は接
近）させている状態で操作する可能性が高い画像キー、即ち、通話に関するキーだけを表
示している。具体的には、保留キー８１と、切キー７４と、音量大キー８２と、音量小キ
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ー８３とを表示している。一方、ユーザが子機３１を顔から離した状態で操作する可能性
が高い画像キー（例えば、星印（＊）キー７６や、番号記号（＃）キー７７など）や、通
話中に使用しないキー（例えば、電源オフキー７９など）は、操作無効領域内に表示され
ているか、又は表示されていない。
【００６０】
　一般的に、通話中であって、ユーザが子機３１に顔を接触（又は接近）させている場合
には、ユーザは、そのままの姿勢でＬＣＤ３９の表示を確認しながら、タッチパネル４０
による入力操作を行うことが困難である。
【００６１】
　よって、ユーザがそのままの姿勢で入力操作を行った場合は、意図しない入力操作（誤
操作）が行われる可能性が高い。また、ユーザが意図せずに画像キーに触れるなど、意図
しない入力操作（誤操作）が行われる可能性も高い。そこで、この場合は、タッチパネル
４０の検出領域のうち、ユーザの顔が接触（又は接近）する可能性が低く、且つ、ユーザ
が手で保持する可能性が低いマイクロフォン４１付近の領域に限って、入力操作を有効と
している。言い換えると、タッチパネル４０の検出領域のうち、誤操作が行われる可能性
が高い領域での入力操作を無効としている。従って、通話中に誤操作が行われることを抑
制でき、誤操作により意図しない処理が実行されることを抑制できる。
【００６２】
　また、上述した通り、通話中であって、ユーザが子機３１に顔を接触（又は接近）させ
ている場合には、入力操作を有効とする領域（操作有効領域）内に、通話中に操作する可
能性の高い画像キーを配置している。この操作有効領域は、マイクロフォン４１付近の領
域であるので、ユーザが通話中に子機３１を保持した姿勢のまま、例えば目だけを動かし
て画像キーの位置を確認することができる。よって、通話中に、通話に関する入力操作を
容易に行うことができるので、通話中に誤操作が行われることを一層抑制することができ
る。
【００６３】
　また、例えば、操作有効領域内に表示する画像キーを、ユーザ自身が設定可能に構成す
れば、ユーザ自身が決めたキー配置であるので、ユーザは通話中に子機３１を保持した姿
勢のまま、特に目を動かさなくても操作を行うことができる。よって、通話中に、通話に
関する入力操作を容易に行うことができ、通話中に誤操作が行われることを一層抑制する
ことができる。
【００６４】
　次に、図４を参照して、子機３１のＣＰＵ３２により実行される表示更新処理について
説明する。図４は、子機３１の表示更新処理を示すフローチャートである。この表示更新
処理は、待機中や通話中に応じて、ＬＣＤ３９に表示する画像キーのキー配列を変更した
り、タッチパネル４０内における操作有効領域や操作無効領域を設定するための処理であ
る。この表示更新処理は、子機３１の主電源が投入されてから主電源が遮断されるまで繰
り返し実行される処理である。
【００６５】
　この表示更新処理では、まず、ＲＡＭ３４の入力保留メモリ３４ａをクリアする（Ｓ１
）。次に、ＬＣＤ３９に表示する画像キーのキー配列を通常のキー配列（図３（ａ）参照
）に設定する（Ｓ２）。そして、タッチパネル４０の検出領域全体を操作有効領域と設定
して、全ての画像キーのキー入力を有効とし（Ｓ３）、外部装置（非図示）との間で通話
が開始されたかを判定する（Ｓ４）。
【００６６】
　Ｓ４の処理において、通話が開始されていない場合は（Ｓ４：Ｎｏ）、待機中キー操作
実行処理を実行し（Ｓ５）、その後、Ｓ４の処理に戻り、上述したＳ４～Ｓ５の各処理を
繰り返す。なお、詳細については後述するが（図５（ａ）参照）、待機中キー操作実行処
理は、待機中の場合、又は、通話中にユーザが子機３１から顔を離している場合に、ユー
ザによりなされる入力操作を取得すると共に、その入力操作に応じた処理を実行するため
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の処理である。
【００６７】
　一方、Ｓ４の処理において、通話が開始された場合は（Ｓ４：Ｙｅｓ）、タッチパネル
４０が押下されているかを判定する（Ｓ６）。具体的には、タッチパネル４０の検出領域
全体の中で、接触（又は接近）が検出されている領域があるかを判定し、何れかの領域で
接触（又は接近）が検出されている場合は、タッチパネル４０が押下されていると判定し
、全く接触（又は接近）が検出されていない場合は、タッチパネル４０が押下されていな
いと判定する。
【００６８】
　Ｓ６の処理において、タッチパネル４０が押下されていない場合は（Ｓ６：Ｎｏ）、通
話開始後、ユーザが、まだ子機３１を顔に接触（又は接近）させていない場合である。つ
まり、ユーザが子機３１を顔から離している場合である。この場合は、Ｓ１２の処理へ移
行する。
【００６９】
　一方、Ｓ６の処理において、タッチパネル４０が押下されている場合は（Ｓ６：Ｙｅｓ
）、通話開始後、ユーザが子機３１に顔を接触（又は接近）させた場合であるので、ＬＣ
Ｄ３９に表示する画像キーのキー配列を誤操作防止用のキー配列（図３（ｂ）参照）に設
定する（Ｓ７）。次に、タッチパネル４０の検出領域のうち、マイクロフォン４１付近の
領域だけを操作有効領域と設定し（図３（ｂ）参照）、その他の領域は操作無効領域と設
定して、通話に必要なキー入力だけを有効にする（Ｓ８）。
【００７０】
　より具体的には、上述したＳ７の処理が実行されて、誤操作防止用のキー配列に設定さ
れると、通話に関する画像キー（例えば、保留キー８１や音量大キー８２など）がマイク
ロフォン４１付近に表示される。また、Ｓ８の処理が実行されると、タッチパネル４０の
検出領域の中で、マイクロフォン４１付近の検出領域に限って、キー入力操作が有効とな
る。よって、Ｓ７及びＳ８の処理が実行されると、通話に必要な画像キーだけが有効にな
る。
【００７１】
　次に、通話中キー操作実行処理を実行する（Ｓ９）。なお、詳細については後述するが
（図５（ｂ）参照）、通話中キー操作実行処理は、通話中であって、ユーザが子機３１に
顔を接触（又は、接近）させている場合に、ユーザによりなされる入力操作を取得すると
共に、その入力操作に応じた処理を実行するための処理である。
【００７２】
　Ｓ９の処理が終了したら、次に、タッチパネル４０が押下されているかを判定し（Ｓ１
０）、タッチパネル４０が押下されている場合は（Ｓ１０：Ｙｅｓ）、通話が終了したか
を判定する（Ｓ１１）。Ｓ１１の処理において、通話中である場合は（Ｓ１１：Ｎｏ）、
Ｓ９の処理に戻り、上述したＳ９～Ｓ１１の各処理を繰り返す。一方、通話が終了した場
合は（Ｓ１１：Ｙｅｓ）、Ｓ１の処理に戻り、上述したＳ１～Ｓ１１の各処理を繰り返す
。
【００７３】
　Ｓ１０の処理において、タッチパネル４０が押下されていない場合は（Ｓ１０：Ｎｏ）
、通話中にユーザが子機３１から顔を離した場合である。この場合は、Ｓ１２の処理へ移
行する。Ｓ１２の処理では、通話モードをスピーカホンモードに変更して（Ｓ１２）、Ｌ
ＣＤ３９に表示する画像キーのキー配列を通常のキー配列（図３（ａ）参照）に設定する
（Ｓ１３）。
【００７４】
　上述した通り、スピーカホンモードとは、ユーザが子機３１を手で持たなくても通話が
行えるモードである。なお、子機３１がスピーカホンモードに設定されると、その状態は
、タッチパネル４０によって再び接近（又は接触）が検出されるまで継続される。
【００７５】
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　次に、タッチパネル４０の検出領域全体を操作有効領域と設定して、全ての画像キーの
キー入力を有効とし（Ｓ１４）、タッチパネル４０が押下されているかを判定する（Ｓ１
５）。
【００７６】
　Ｓ１５の処理において、タッチパネル４０が押下されている場合は（Ｓ１５：Ｙｅｓ）
、これまではユーザが子機３１を顔から離していたが、ユーザが子機３１に顔を接触（又
は、接近）させた場合である。よって、この場合は、スピーカホンモードを終了して（Ｓ
１６）、Ｓ７の処理に移行する。
【００７７】
　一方、Ｓ１５の処理において、タッチパネル４０が押下されていない場合は（Ｓ１５：
Ｎｏ）、引き続き、ユーザが子機３１を顔から離している場合である。この場合は、待機
中キー操作実行処理を実行して（Ｓ５）、通話が終了したかを判定する（Ｓ１７）。
【００７８】
　Ｓ１７の処理において、通話中である場合は（Ｓ１７：Ｎｏ）、Ｓ１５の処理に戻り、
上述したＳ１５～Ｓ１７の各処理を繰り返す。一方、通話が終了した場合は（Ｓ１７：Ｙ
ｅｓ）、スピーカホンモードを終了して（Ｓ１８）、Ｓ１の処理に戻り、上述したＳ１～
Ｓ１７の各処理を繰り返す。
【００７９】
　以上の図４のフローチャートの表示更新処理により、通話中であって、ユーザが子機３
１に顔を接触（又は接近）させている場合に、ＬＣＤ３９に表示する画像キーのキー配列
を、誤操作防止用のキー配列（図３（ｂ）参照）に設定できる。よって、マイクロフォン
４１付近に通話に必要な画像キーを表示できる。また、通話中は、タッチパネル４０の検
出領域のうち、マイクロフォン４１付近の領域だけを操作有効領域とでき、その他の領域
を操作無効領域とできる。
【００８０】
　タッチパネル４０の検出領域のうち、マイクロフォン４１付近の領域は、通話中にユー
ザの顔が接触（又は接近）する可能性が低く、且つ、ユーザが手で保持する可能性が低い
ので、通話中に意図せずに触れられるなど、通話中に誤操作が発生するのを抑制できる。
なお、タッチパネル４０の検出領域のうち、マイクロフォン４１付近の領域は、ユーザが
通話中に子機３１を保持した姿勢のまま、例えば目だけを動かして画像キーの位置を確認
することができる。よって、通話中に、通話に関する入力操作を容易に行うことができる
ので、通話中に誤操作が行われることを一層抑制できる。
【００８１】
　また、通話中であって、ユーザが子機３１から顔を離している場合は、子機３１の通話
モードをスピーカホンモードに設定できる。よって、例えば、ユーザが子機３１を保持す
る手を変えた（持ち替えた）場合には、スピーカホンモードに設定されるので、その子機
３１を持ち替えている期間も、漏れなく通話を継続できる。なお、通話開始後、ユーザが
子機３１を顔に接触（又は接近）させるまでの期間も、漏れなく通話を継続できる。
【００８２】
　次に、図５（ａ）を参照して、子機３１のＣＰＵ３２により実行される待機中キー操作
実行処理（Ｓ５）について説明する。図５（ａ）は、子機３１の待機中キー操作実行処理
（Ｓ５）を示すフローチャートである。この待機中キー操作実行処理（Ｓ５）は、待機中
（着信や発信待ち）の場合、又は、通話中にユーザが子機３１から顔を離している場合に
、ユーザによりなされる入力操作を取得すると共に、その入力操作に応じた処理を実行す
るための処理である。
【００８３】
　待機中キー操作実行処理では、まず、画像キーが押下されたかを判定する（Ｓ２１）。
より具体的には、タッチパネル４０の検出領域のうち、指の接触（又は接近）が検出され
た領域が、ＬＣＤ３９に表示されている画像キーの表示画面上である場合に、その画像キ
ーが押下されたと判断している。
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【００８４】
　Ｓ２１の処理において、画像キーが押下された場合は（Ｓ２１：Ｙｅｓ）、画像キーが
複数同時に押下されたかを判定する（Ｓ２２）。画像キーが複数同時に押下された場合は
（Ｓ２２：Ｙｅｓ）、誤操作の可能性が高いので、複数同時に押下された画像キーの入力
を全て無効とし（Ｓ２４）、この待機中キー操作実行処理を終了する。
【００８５】
　一方、Ｓ２２の処理において、画像キーが１つだけ押下された場合は（Ｓ２２：Ｎｏ）
、その押下された画像キーに対応する処理を実行して（Ｓ２３）、この待機中キー操作実
行処理を終了する。例えば、留守電キー７８が押下された場合なら、留守番電話機能をオ
ンからオフへ、又は、オフからオンへ切替える。
【００８６】
　Ｓ２１の処理において、画像キーが押下されていない場合は（Ｓ２１：Ｎｏ）、何もせ
ずに、Ｓ２２～Ｓ２４の各処理をスキップして、この待機中キー操作実行処理を終了する
。
【００８７】
　次に、図５（ｂ）を参照して、子機３１のＣＰＵ３２により実行される通話中キー操作
実行処理（Ｓ９）について説明する。図５（ｂ）は、子機３１の通話中キー操作実行処理
を（Ｓ９）示すフローチャートである。この通話中キー操作実行処理（Ｓ９）は、通話中
であって、ユーザが子機３１に顔を接触（又は、接近）させている場合に、ユーザにより
なされる入力操作を取得すると共に、その入力操作に応じた処理を実行するための処理で
ある。
【００８８】
　通話中キー操作実行処理では、まず、有効な画像キーが押下されたかを判定する（Ｓ３
１）。より具体的には、タッチパネル４０の検出領域のうち、指の接触（又は接近）が検
出された領域が操作有効領域内であり、且つ、ＬＣＤ３９に表示されている画像キーの表
示画面上である場合に、その画像キーが有効に押下されたと判断している。
【００８９】
　Ｓ３１の処理において、有効な画像キーが押下された場合は（Ｓ３１：Ｙｅｓ）、画像
キーが複数同時に押下されたかを判定する（Ｓ３２）。一方、有効な画像キーが押下され
ていない場合は（Ｓ３１：Ｎｏ）、Ｓ３２～Ｓ３５の各処理をスキップして、Ｓ３７の処
理に移行する。
【００９０】
　Ｓ３２の処理において、画像キーが複数同時に押下された場合は（Ｓ３２：Ｙｅｓ）、
誤操作の可能性が高いので、複数同時に押下された画像キーの入力を全て無効とし（Ｓ３
６）、Ｓ３７の処理へ移行する。一方、Ｓ３２の処理において、画像キーが１つだけ押下
された場合は（Ｓ３２：Ｎｏ）、その押下された画像キーが、ＲＡＭ３４の入力保留メモ
リ３４ａに記憶されているキー情報が示す画像キーと同一であるかを判定する（Ｓ３３）
。
【００９１】
　Ｓ３３の処理において、押下された画像キーが、入力保留メモリ３４ａに記憶されてい
るキー情報が示す画像キーと異なる場合は（Ｓ３３：Ｎｏ）、Ｓ３１の処理で押下された
と判定された画像キーを示すキー情報を、入力保留メモリ３４ａに記憶して（Ｓ３４）、
待機時間（例えば、３秒）のカウントを開始する（Ｓ３５）。
【００９２】
　なお、この待機時間とは、画像キーが押下されてから、その画像キーに対応する処理を
実行開始するまでの待機時間である。つまり、ここでは、入力保留メモリ３４ａにキー情
報が何も記憶されていない場合に有効な画像キーが押下された場合や、有効な画像キーが
押下されてから上述した待機時間が経過する前に、別の有効な画像キーが押下された場合
に、その押下された画像キーのキー情報が入力保留メモリ３４ａに記憶される。
【００９３】
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　一方、Ｓ３３の処理において、押下された画像キーが、入力保留メモリ３４ａに記憶さ
れているキー情報が示す画像キーと同一である場合は（Ｓ３３：Ｙｅｓ）、待機時間が経
過するのを待たずに（Ｓ３７の処理をスキップして）、Ｓ３８の処理へ移行する。
【００９４】
　次に、待機時間（例えば、３秒）が経過したかを判定し（Ｓ３７）、待機時間が経過し
ていない場合は（Ｓ３７：Ｎｏ）、Ｓ３８～Ｓ３９の処理をスキップして、この通話中キ
ー操作実行処理を終了する。一方、待機時間が経過した場合は（Ｓ３７：Ｙｅｓ）、入力
保留メモリ３４ａに記憶されているキー情報が示す画像キーに対応する処理を実行する（
Ｓ３８）。
【００９５】
　例えば、入力保留メモリ３４ａに記憶されているキー情報が示す画像キーが、音量大キ
ー８２である場合なら、受話音量を一段階大きく設定する。そして、入力保留メモリ３４
ａをクリアして（Ｓ３９）、この通話中キー操作実行処理を終了する。
【００９６】
　以上の図５（ｂ）のフローチャートの通話中キー操作実行処理により、通話中であって
、ユーザが子機３１に顔を接触（又は、接近）させている場合に、ユーザによりなされる
入力操作を取得すると共に、その入力操作に応じた処理を実行することができる。また、
有効な画像キーが複数同時に押下された場合に、その複数同時に押下された画像キーの入
力を全て無効とすることができる。
【００９７】
　通話中であって、ユーザが子機３１に顔を接触（又は、接近）させている場合、ユーザ
は、そのままの姿勢でタッチパネル４０による入力操作を行うことが困難であるので、画
像キーを複数同時に押下するなどの誤操作が発生し易い。よって、画像キーを複数同時に
押下された場合には、１つの入力が正しい操作であり、残りの入力が全て誤操作であると
考えられる。このような場合には、複数同時に押下された画像キーの入力を全て無効とし
ているので、誤操作により意図しない処理が実行されることを確実に防止できる。
【００９８】
　また、有効な画像キーが押下されても、待機時間（例えば、３秒）が経過するまでは、
その画像キーに対応する処理を実行開始しないので、誤った入力操作を行った場合には、
例えば、その入力操作をキャンセルして、正しい入力操作を行うことができる。よって、
誤操作により意図しない処理が実行されることを抑制できる。
【００９９】
　なお、待機時間中に、新たに有効な画像キーが押下された場合には、直近に押下された
有効な画像キーの入力を無効とし、新たに押下された画像キーの入力を有効としているの
で、誤った入力操作を行った場合には、入力操作をキャンセルせずに、そのまま続けて正
しい入力操作を行えば良いので、ユーザの使い勝手が良い。
【０１００】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能であること
は容易に推察できるものである。
【０１０１】
　例えば、本実施形態では、子機３１を通話装置の一例としているが、ＭＦＰ１（親機）
にも受話器（有線、無線に関わらず）を設けて、その受話器にもＬＣＤおよびタッチパネ
ルを設け、上述した子機３１と同様の制御を行って、ＭＦＰ１の受話器において通話中の
誤操作を抑制するように構成しても良い。
【０１０２】
　また、本実施形態では、投影型静電容量方式のタッチパネル４０を用いているが、検出
方式は何ら限定しない。例えば、指の接触を圧力センサで検知する方式のタッチパネルを
用いても良いし、指の接近（又は接触）を赤外線や電界で検知する方式のタッチパネルを
用いても良い。
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【０１０３】
　また、本実施形態では、子機３１の前面に、ＬＣＤ３９およびタッチパネル４０を配設
して、各種の画像キーを配置しているが、その代わりに、一般的な受話器のように子機３
１の前面に押しボタン式のキーを配設して、そのボタン式のキーの表面（上面）や、その
キーの周囲にタッチパネル４０を配設するように構成しても良い。
【０１０４】
　また、本実施形態では、子機３１の前面に、ＬＣＤ３９およびタッチパネル４０を配設
して、待機中（着信や発信待ち）であるか、又は、通話中であるかに応じて子機３１のＬ
ＣＤ３９に表示する画像キーを一部変更することで、画像キーの配置を変更している。し
かしながら、一般的な受話器のように子機３１の前面に押しボタン式のキーが配設されて
いる場合は、キーの配置の変更が困難であるので、このような場合は、キーの配置を変更
せずに、キーに対応づけている機能だけを変更する。このようにすれば、キーの配置を変
更したことに等しくなるので、子機３１に設けられている各種のキーが、押しボタン式の
キーの場合であっても、キーの配置を容易に変更することができる。
【０１０５】
　また、本実施形態では、有効な画像キーが複数同時に押下された場合に、その複数同時
に押下された画像キーの入力を全て無効としているが、有効な画像キーが所定時間以内（
例えば、０．５秒以内）に複数押下された場合には、その複数同時に押下された画像キー
の入力を全て無効としても良い。有効な画像キーが順番に押下された場合でも、その入力
間隔が早く、通常の入力操作では入力が困難（又は不可能）な場合は、誤操作であると考
えられる。このような場合には、複数押下された画像キーの入力を全て無効とすることで
、誤操作により意図しない処理が実行されることを確実に防止できる。
【０１０６】
　また、本実施形態では、通話装置をコードレス式の子機３１とした場合の一例について
説明したが、通話装置を子機３１に限定するものではない。通話装置は通話可能に構成さ
れているものなら何でも良く、例えば、有線でＭＦＰ１（親機）に接続される受話器でも
良いし、携帯電話でも良いし、トランシーバなどの無線機でも良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の通話装置の一例である子機と、その子機の親機を有するＭＦＰとの外観
構成を示した斜視図である。
【図２】ＭＦＰおよび子機の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は、待機中の場合、又は、通話中にユーザが子機から顔を離している場合
に、ＬＣＤに表示される画像キーのキー配列の一例を示すイメージ図であり、（ｂ）は、
通話中であって、ユーザが子機に顔を接触（又は、接近）させている場合に、ＬＣＤに表
示される画像キーのキー配列の一例を示すイメージ図である。
【図４】子機の表示更新処理を示すフローチャートである。
【図５】（ａ）は、子機の待機中キー操作実行処理を示すフローチャートであり、（ｂ）
は、子機の通話中キー操作実行処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０８】
３１　　　子機（通話装置の一例）
３２　　　制御手段の一例
３９　　　ＬＣＤ（表示手段の一例）
４０　　　タッチパネル（検出手段の一例）
４１　　　マイクロフォン（集音部一例）
４２　　　スピーカ（放音部の一例）
４９　　　筐体の一例
７１～８３　　画像キー（操作子の一例）
Ｓ６　　　検出手段の一例
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Ｓ７　　　変更手段の一例
Ｓ８　　　第１の無効手段の一例
Ｓ１２　　モード切替手段の一例
Ｓ３２　　判断手段の一例
Ｓ３４　　第２の無効手段の一例
Ｓ３５　　計時手段の一例
Ｓ３６　　第３の無効手段の一例

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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