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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作体を用いた操作を検出するタッチセンサを含むタッチパネルを備えた入力装置であ
って、
　前記タッチセンサに入力された情報に基づいて、情報処理を実行する情報処理手段をさ
らに備え、
　前記タッチセンサは、当該タッチセンサに対して離間した場所における物体の位置に応
じて、前記情報処理手段に対する検出の出力を変更することができ、
　前記情報処理手段は、前記タッチセンサにおける検出出力の分布に基づいて、前記タッ
チセンサに対する操作が、操作者の右手によって行なわれたか左手によって行なわれたか
を判定し、
　前記情報処理手段は、前記タッチセンサにおける検出出力の分布に基づいて、前記タッ
チセンサに対する前記操作体の傾きの度合いを特定するための情報を取得し、
　前記タッチセンサは、前記タッチセンサに対するタッチ操作が行なわれたことを条件と
して、前記操作の検出の感度を上昇させ、前記情報処理手段による前記判定が完了したこ
とを条件として、前記感度を上昇させる前の感度に戻す、タッチパネル式入力装置。
【請求項２】
　前記タッチセンサは、前記タッチ操作が行なわれたことが検出された部分を含む一部の
部分においてのみ、前記操作の検出の感度を上昇させる、請求項１に記載のタッチパネル
式入力装置。
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【請求項３】
　前記タッチセンサは、前記タッチセンサに対するタッチ操作が行なわれたことを条件と
して、前記操作の検出の頻度を上昇させ、前記情報処理手段による前記判定が完了したこ
とを条件として、当該頻度を上昇させる前の頻度に戻し、
　前記情報処理手段は、前記タッチセンサに対するタッチ操作が行なわれたことを条件と
して、前記タッチセンサから検出出力を取得する頻度を上昇させ、前記判定が完了したこ
とを条件として、当該頻度を上昇させる前の頻度に戻す、請求項１または請求項２に記載
のタッチパネル式入力装置。
【請求項４】
　前記情報処理手段は、前記判定の結果および前記傾きの度合いに基づいて、前記タッチ
センサの情報の入力の対象となった位置情報を補正する、請求項１～請求項３のいずれか
１項に記載のタッチパネル式入力装置。
【請求項５】
　操作体を用いた操作を検出するタッチセンサを含むタッチパネルを備えた入力装置のコ
ンピュータによって実行される、当該入力装置の制御方法であって、
　前記タッチセンサに入力された情報に基づいて、情報処理を実行するステップを備え、
　前記タッチセンサは、当該タッチセンサに対して離間した場所における物体の位置に応
じて、当該タッチセンサからの当該タッチセンサにおける検出の出力を変更することがで
き、
　前記情報処理を実行するステップは、
　　前記タッチセンサにおける検出出力の分布に基づいて、前記タッチセンサに対する操
作が、操作者の右手によって行なわれたか左手によって行なわれたかを判定することと、
　　前記タッチセンサにおける検出出力の分布に基づいて、前記タッチセンサに対する前
記操作体の傾きの度合いを特定するための情報を取得することと、
　　前記タッチセンサに対するタッチ操作が行なわれたことを条件として、前記タッチセ
ンサにおいて操作を検出する感度を上昇させることと、
　　前記判定が完了したことを条件として、前記タッチセンサにおいて操作を検出する感
度を上昇させる前の感度に戻すこととを含む、タッチパネル式入力装置の制御方法。
【請求項６】
　操作体を用いた操作を検出するタッチセンサを含むタッチパネルを備えた入力装置のコ
ンピュータによって実行されるプログラムであって、
　前記プログラムは、前記コンピュータに、
　前記タッチセンサに入力された情報に基づいて、情報処理を実行するステップを実行さ
せ、
　前記タッチセンサは、当該タッチセンサに対して離間した場所における物体の位置に応
じて、当該タッチセンサからの当該タッチセンサにおける検出の出力を変更することがで
き、
　前記情報処理を実行するステップは、
　　前記タッチセンサにおける検出出力の分布に基づいて、前記タッチセンサに対する操
作が、操作者の右手によって行なわれたか左手によって行なわれたかを判定することと、
　　前記タッチセンサにおける検出出力の分布に基づいて、前記タッチセンサに対する前
記操作体の傾きの度合いを特定するための情報を取得することと、
　　前記タッチセンサに対するタッチ操作が行なわれたことを条件として、前記タッチセ
ンサにおいて操作を検出する感度を上昇させることと、
　　前記判定が完了したことを条件として、前記タッチセンサにおいて操作を検出する感
度を上昇させる前の感度に戻すこととを含む、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネル式入力装置、その制御方法、および、プログラムに関し、特に
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、操作者の入力特性を検出する、タッチパネル式入力装置、その制御方法、および、プロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タッチパネル式入力装置について、種々の技術が提案されている。特に、このよ
うな入力装置において、ユーザの利き手等、ユーザによる操作の特性を判定する技術は、
利便性の向上という観点から興味深い。
【０００３】
　たとえば、特許文献１（特開２０１２－２７５８１号公報）は、キーボードが配置され
る配置面の裏面および側面にセンサを備える携帯端末を開示する。当該センサは、接触を
感知した座標情報を出力する。これにより、携帯端末は、出力された座標情報から、保持
状態を検出する。そして、携帯端末は、当該座標情報に基づいて親指の可動範囲を推定し
、推定した親指の可動範囲に基づいて、キーボードを表示する。
【０００４】
　特許文献２（特開２００８－２４２９５８号公報）は、タッチパネル上に表示されてい
る１つ又は複数のボタンの押下で入力を行う入力装置を開示する。当該入力装置では、ボ
タン毎に、タッチパネル上の接触検知領域が定義されている。そして、入力装置は、過去
の入力情報を記録する履歴記録手段と、利用者の接触位置が、各ボタンの接触検知領域の
いずれかに含まれるかを判定する第１の判定手段と、第１の判定手段による判定で上記接
触位置が上記接触検知領域のいずれにも含まれない場合に、履歴記録情報にて、接触位置
を接触検知領域のいずれかに含めることができるか否かを判定する第２の判定手段と、第
２の判定手段による判定で含めることができると判定された場合に、判定された接触検知
領域に、接触位置を追加する位置追加手段とを備える。これにより、利用者のタッチパネ
ルへの接触位置を記録・学習することで、該接触位置と正規のボタン位置との誤差を自動
補正する。
【０００５】
　特許文献３（特開２０１１－１６４７４６号公報）は、ペンタッチによる入力を受け付
ける端末装置を開示する。当該端末装置は、電磁誘導方式ペン検出部と、静電容量検出部
方式手指検出部とを含む。電磁誘導方式ペン検出部は、ペンのペン先座標（Ｘｐ，Ｙｐ）
を取得する。静電容量検出部方式手指検出部は、手のひら座標（Ｘｈ，Ｙｈ）を取得する
。ペン先Ｘ座標Ｘｐが手のひらＸ座標Ｘｈより小さい場合、端末装置は、右利き手用ＧＵ
Ｉ（Graphical　User　Interface）を設定する。一方、ペン先Ｘ座標Ｘｐが手のひらＸ座
標Ｘｈより大きい場合、端末装置は、左利き手用ＧＵＩを設定する。
【０００６】
　特許文献４（特開２０１１－８１６４６号公報）は、スタイラスペンによる入力を受け
付ける表示端末を開示する。スタイラスペンによって表示端末がタッチされると、スタイ
ラスペンに組み込まれたセンサの検出出力に基づいて、傾き方向が検出される。表示端末
は、検出された傾き方向に基づいて、ユーザの利き手を判定する。そして、表示端末は、
利き手の判定結果に応じて、ＵＩ（User　Interface）の設定を制御する。これにより、
複数回の操作に拠らず、ユーザは利き手に応じたＵＩで、表示端末を操作することができ
る。
【０００７】
　特許文献５（特開平０８－２１２００５号公報）は、３次元位置認識型のタッチパネル
装置を開示する。当該タッチパネル装置は、ディスプレイ面に対しその周囲の垂直方向に
設けられ、空間内に挿入された物体の位置を検出する複数のセンサと、複数のセンサによ
る検出結果に基づいて物体が指し示すディスプレイ面上の位置を計算する計算手段と、該
計算手段によって得られたディスプレイ面上の位置に物体が指し示していることを表わす
指示ポイントを表示する表示手段とを有している。そして、当該タッチパネル装置は、デ
ィスプレイ面に最も近いセンサが空間内に挿入された物体を感知した場合、または、指示
ポイントが入力エリアを表わす所定座標区域内に一定時間存在したと判断された場合に、
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入力を確定する。また、タッチパネル装置では、検出された物体先端の位置と表示拡大率
とが対応づけられている。これにより、ディスプレイ面に直接指などを触れることなく入
力作業を行う、または複数回の拡大操作を１回の入力で済ますことを可能にする。
【０００８】
　特許文献６（特開２０１２－０７３６５８号公報）は、マルチウィンドウ操作が可能な
コンピュータシステムを開示する。当該コンピュータシステムにおいて、ウィンドウシス
テムは、並行して動作する複数のアプリケーションプログラムにそれぞれ固有のウィンド
ウを割り当てる制御を実行する。ポインティングデバイスとしてのモーションセンサは、
三次元空間中で動かされるユーザの手に間欠的に光を照射し、照射時及び非照射時で撮影
処理を実行し、照射時に得られた画像と非照射時に得られた画像との差分画像を解析し、
ユーザの手を検出する。ウィンドウシステムは、モーションセンサが検出したユーザの手
の情報に基づいて、ウィンドウを制御する。
【０００９】
　特許文献７（特開２０１１－１８０７１２号公報）は、投写型の映像表示装置を開示す
る。投写型映像表示装置では、投写部は、スクリーンに映像を投写する。カメラは、少な
くともスクリーンに投写された映像を含む領域を撮像する。赤外線カメラは、スクリーン
の上方空間を撮像する。接触判定部は、赤外線カメラにより撮像された画像に基づき、ユ
ーザの指がスクリーンに接触しているか否かを判定する。座標決定部は、接触判定部によ
り指がスクリーンに接触していると判定されたとき、カメラにより撮像された画像に基づ
いて、ユーザの指の先端の座標を、投写映像に対するポインティング位置として出力する
。これにより、投写映像に対するユーザのタッチ操作を実現する。
【００１０】
　特許文献８（特開２００１－３１２３６９号公報）は、入力装置を開示する。当該入力
装置は、光センサを利用して、計測空間内に操作点が検出されてから検出パネルに接触す
るまでの位置を検出し、当該検出出力と画面上接触位置とに基づいて、選択された項目を
決定する。これにより、画面に接触する直前の位置を検出する装置と画面に接触した位置
を検出する装置に誤差がある場合、操作者が画面を真上から見ないで操作したため操作位
置が隣接項目の位置へとそれてしまった場合、操作者の手が震えたこと等によって操作点
が微動してしまった場合などに、それまで別色で指示していた項目から多少異なる位置に
指示点が接触しても、操作者の意図した項目を選択することで、誤入力を防止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１２－２７５８１号公報
【特許文献２】特開２００８－２４２９５８号公報
【特許文献３】特開２０１１－１６４７４６号公報
【特許文献４】特開２０１１－８１６４６号公報
【特許文献５】特開平０８－２１２００５号公報
【特許文献６】特開２０１２－０７３６５８号公報
【特許文献７】特開２０１１－１８０７１２号公報
【特許文献８】特開２００１－３１２３６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　入力装置において、ユーザの利き手等の入力特性を検出し、当該特性に基づいて入力情
報の処理等を制御することは、誤入力の削減等に貢献でき、重要であると考えられる。特
に、ユーザがタッチパネルに情報を入力する際、当該ユーザが右手と左手のどちらで操作
するかは、以下に説明するように、重要な事項である。ユーザは、利き手の指で直接、ま
たは、利き手でスタイラスペンを把持して、タッチパネルに情報を入力する。このとき、
右手と左手のいずれで入力されるかによって、ユーザが同じポイントをタッチしようとし
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ても、実際のタッチ位置に対してずれが生じる場合があるからである。さらには、指また
はスタイラスペンの入力時傾きの大きさによって、上記タッチ位置のずれの大きさが変化
する場合がある。
【００１３】
　しかしながら、従来の技術によってユーザの入力特性を検出しようとした場合、特許文
献１および特許文献４～特許文献８に記載の技術では、新たにセンサを必要とし、装置の
生産コストを上昇させる等の新たな課題が生じると考えられる。また、特許文献２に記載
の技術では、過去の誤入力情報を利用する必要があり、接触位置の判定の適正化に時間を
要する。したがって、ユーザが装置の利用を開始してからユーザの入力特性を把握するま
でに時間を要するという課題があった。また、特許文献３に記載の技術では、ペンや指の
入力位置に基づく利き手の判定に、ある程度広い入力領域が必要とされる。このため、通
信機器の小型化が進む中、特許文献３に記載の技術を適用することが難しい機器が増える
ことが予想される。
【００１４】
　本発明は、かかる実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、タッチパネル式の
入力装置において、専用のセンサを搭載することなく、ユーザによる利用の開始から早期
に、かつ、装置が小型である場合にも、ユーザの入力特性を検出できるようにすることで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　ある局面に従うと、操作体を用いた操作を検出するタッチセンサを含むタッチパネルを
備えた入力装置が提供される。入力装置は、タッチセンサに入力された情報に基づいて、
情報処理を実行する情報処理手段をさらに備える。タッチセンサは、当該タッチセンサに
対して離間した場所における物体の位置に応じて、情報処理手段に対する検出の出力を変
更することができる。情報処理手段は、タッチセンサにおける検出出力の分布に基づいて
、タッチセンサに対する操作が、操作者の右手によって行なわれたか左手によって行なわ
れたかを判定する。また、情報処理手段は、タッチセンサにおける検出出力の分布に基づ
いて、タッチセンサに対する操作体の傾きの度合いを特定するための情報を取得する。
【００１６】
　タッチセンサは、タッチセンサに対するタッチ操作が行なわれたことを条件として、操
作の検出の感度を上昇させ、情報処理手段による判定が完了したことを条件として、感度
を上昇させる前の感度に戻す。
【００１７】
　さらに好ましくは、タッチセンサは、タッチ操作が行なわれたことが検出された部分を
含む一部の部分においてのみ、操作の検出の感度を上昇させる。
【００１８】
　好ましくは、タッチセンサは、タッチセンサに対するタッチ操作が行なわれたことを条
件として、操作の検出の頻度を上昇させ、情報処理手段による判定が完了したことを条件
として、当該頻度を上昇させる前の頻度に戻す。情報処理手段は、タッチセンサに対する
タッチ操作が行なわれたことを条件として、タッチセンサから検出出力を取得する頻度を
上昇させ、判定が完了したことを条件として、当該頻度を上昇させる前の頻度に戻す。
【００１９】
　好ましくは、情報処理手段は、判定の結果および傾きの度合いに基づいて、タッチセン
サの情報の入力の対象となった位置情報を補正する。
【００２０】
　他の局面に従うと、操作体を用いた操作を検出するタッチセンサを含むタッチパネルを
備えた入力装置のコンピュータによって実行される、当該入力装置の制御方法が提供され
る。当該制御方法は、タッチセンサに入力された情報に基づいて、情報処理を実行するス
テップを備える。タッチセンサは、当該タッチセンサに対して離間した場所における物体
の位置に応じて、当該タッチセンサからの当該タッチセンサにおける検出の出力を変更す
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ることができる。情報処理を実行するステップは、タッチセンサにおける検出出力の分布
に基づいて、タッチセンサに対する操作が、操作者の右手によって行なわれたか左手によ
って行なわれたかを判定することと、タッチセンサにおける検出出力の分布に基づいて、
タッチセンサに対する操作体の傾きの度合いを特定する情報を取得することと、タッチセ
ンサに対するタッチ操作が行なわれたことを条件として、タッチセンサにおいて操作を検
出する感度を上昇させることと、判定が完了したことを条件として、タッチセンサにおい
て操作を検出する感度を上昇させる前の感度に戻すこととを含む。
【００２１】
　さらに他の局面に従うと、操作体を用いた操作を検出するタッチセンサを含むタッチパ
ネルを備えた入力装置のコンピュータによって実行されるプログラムが提供される。プロ
グラムは、コンピュータに、タッチセンサに入力された情報に基づいて、情報処理を実行
するステップを実行させる。タッチセンサは、当該タッチセンサに対して離間した場所に
おける物体の位置に応じて、当該タッチセンサからの当該タッチセンサにおける検出の出
力を変更することができる。情報処理を実行するステップは、タッチセンサにおける検出
出力の分布に基づいて、タッチセンサに対する操作が、操作者の右手によって行なわれた
か左手によって行なわれたかを判定することと、タッチセンサにおける検出出力の分布に
基づいて、タッチセンサに対する操作体の傾きの度合いを特定する情報を取得することと
、タッチセンサに対するタッチ操作が行なわれたことを条件として、タッチセンサにおい
て操作を検出する感度を上昇させることと、判定が完了したことを条件として、タッチセ
ンサにおいて操作を検出する感度を上昇させる前の感度に戻すこととを含む。
【発明の効果】
【００２２】
　ある局面によれば、入力装置は、タッチセンサにおける検出出力の分布に基づいて、タ
ッチセンサを操作者が右手で操作しているか左手で操作しているかを判定する。また、入
力装置は、タッチセンサにおける検出出力の分布に基づいて、タッチセンサに対する操作
体の傾きの度合いを特定するための情報を取得する。
【００２３】
　これにより、タッチパネル式の入力装置は、専用のセンサを備えることなく、ユーザに
よる利用の開始から早期に、かつ、装置が小型である場合にも、ユーザの入力特性を検出
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】タッチパネル式入力装置の一実施の形態である入力端末の外観を示す図である。
【図２】入力端末のディスプレイに対する操作態様の例を模式的に説明するための図であ
る。
【図３】タッチセンサにおいて、検出されるタッチ位置が、実際のタッチ位置に対してシ
フトすることによる不具合を説明するための図である。
【図４】操作者がスタイラスペンを利用してディスプレイに情報を入力する際の、ディス
プレイに対する操作態様の例を模式的に示す図である。
【図５】入力端末のタッチセンサによって、ディスプレイに対する操作位置を検出する機
構を説明するための図である。
【図６】入力端末におけるタッチセンサの配置の一例を示す図である。
【図７】電極の静電容量の分布における、導電体のディスプレイに接触しない部分による
影響を説明するための図である。
【図８】電極の静電容量の分布における、導電体のディスプレイに接触しない部分による
影響を説明するための図である。
【図９】タッチセンサの全域に渡って二次元的に配置された電極対のそれぞれの検出出力
の分布を模式的に示す図である。
【図１０】入力端末のハードウェア構成の一例を表わすブロック図である。
【図１１】入力端末において実行される、タッチ操作の検出のための処理のフローチャー
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トである。
【図１２】入力端末における、タッチセンサの感度の変更に関する動作モードの変化を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、タッチパネル式入力装置の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお
、以下の説明において、同一の機能および作用を有する要素については、同じ各図を通し
て同じ符号を付し、重複する説明を繰返さない。
【００２６】
　［入力装置の外観］
　図１は、タッチパネル式入力装置の一実施の形態である入力端末１の外観を示す図であ
る。図１を参照して、入力端末１は、その外面に、ディスプレイ３５と、入力ボタン２５
Ａとを含む。ディスプレイ３５は、後述するタッチセンサ４０と一体に構成された、タッ
チパネルである。本実施の形態では、入力端末１は、スマートフォン（高機能携帯電話機
）によって実現される。なお、入力端末１は、本明細書に記載される情報処理機能を発揮
できれば、タブレット端末または携帯電話機等、他の種類の装置によっても実現され得る
。なお、本実施の形態では、タッチセンサ４０がディスプレイ３５と一体に構成されてい
るため、タッチセンサ４０へのタッチ操作が、適宜、「タッチパネルへのタッチ操作」「
ディスプレイ３５へのタッチ操作」と言及される場合もあり得る。上記タッチセンサ４０
とディスプレイ３５については、一体に構成せず別々に構成してもよい。
【００２７】
　［処理の概要］
　図２は、入力端末１のディスプレイ３５に対する操作態様の例を模式的に説明するため
の図である。図２を参照して、入力端末１では、操作者は、ディスプレイ３５に対して、
右手で情報を入力することも、左手で入力することもできる。図２において、手２０２は
、操作者が左手で情報を入力する際のディスプレイ３５に対する操作者の手および指の位
置を示す。手２０４は、操作者が右手で情報を入力する際のディスプレイ３５に対する操
作者の手および指の位置を示す。操作者は、右利きであれば、主に右手でディスプレイ３
５へ情報を入力する。操作者は、左利きであれば、主に左手でディスプレイ３５へ情報を
入力する。
【００２８】
　図２から理解されるように、ディスプレイ３５に、操作者の右手（手２０４）で情報が
入力される場合、入力に利用される指は、ディスプレイ３５の右側から当該ディスプレイ
３５へと延びている。このため、この場合のある傾向として、操作者が意図したポイント
よりも若干右寄りの位置で、指がディスプレイ３５に接触するという傾向を挙げることが
できる。また、この場合の他の傾向として、ディスプレイ３５のタッチセンサの検出出力
が、ディスプレイ３５と離間した位置における指やスタイラスペンの位置に影響を受け得
るとき、タッチセンサにおいて検出されるタッチ位置はユーザが実際にタッチしようとし
た位置よりも右側にシフトするという傾向を挙げることができる。また、その際にはタッ
チしている部分より右側において、タッチセンサの検出出力分布に偏りが生じるという傾
向を挙げることができる。ユーザの指は、その先端がディスプレイ３５に接触するととも
に、それ以外の部分も当該接触位置より右側でディスプレイ３５に近接しているからであ
る。なお、検出出力が上記のような影響を受け得るタッチセンサの例としては、たとえば
、検出方式として静電容量方式や赤外線方式を採用するセンサが挙げられる。
【００２９】
　また、図２から理解されるように、ディスプレイ３５に、操作者の左手（手２０２）で
情報が入力される場合、入力に利用される指は、ディスプレイ３５の左側から当該ディス
プレイ３５へと延びている。このため、この場合のある傾向として、操作者が意図したポ
イントよりも若干左寄りの位置で、指がディスプレイ３５に接触するという傾向を挙げる
ことができる。また、この場合の他の傾向として、ディスプレイ３５のタッチセンサの検
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出出力が、ディスプレイ３５と離間した位置における指やスタイラスペンの位置に影響を
受け得るとき、タッチセンサにおいて検出されるタッチ位置はユーザが実際にタッチしよ
うとした位置よりも左側にシフトするという傾向を挙げることができる。また、その際に
はタッチしている部分より左側において、タッチセンサの検出出力分布に偏りが生じると
いう傾向を挙げることができる。
【００３０】
　図３は、タッチセンサにおいて、検出されるタッチ位置が、実際のタッチ位置に対して
シフトすることによる不具合を説明するための図である。図３の（Ａ）は、入力端末１に
おいて、タッチ位置としてユーザのタッチ位置そのものが検出されて処理された際の、も
しくは理想的な、ディスプレイ３５に対する手書き入力の一例を示す。一方、図３の（Ｂ
）は、当該補正がなされない場合の、ディスプレイ３５に対する手書き入力の一例を示す
図である。
【００３１】
　上記のようなシフトの度合いは、タッチ入力の継続中に操作者が指を動かす方向にも影
響を受ける。たとえば、指が右から左に移動しているときはシフト量は少なく、指が左か
ら右に移動しているときにはシフト量は多い、などの傾向が挙げられる。つまり、一本の
線を描く場合であっても、曲線を描く等、線を描いている最中に指の移動方向が変わる場
合には、線を描く最中に上記シフトの量は変化し得る。このため、図３の（Ｂ）に示され
るように、ユーザが本来の文字に従った軌道でディスプレイ３５をタッチしても、ディス
プレイ３５において検出される軌跡は、ユーザのタッチした軌道とは異なる場合があり得
る。一方、本実施の形態によれば、ユーザが本来の文字に従った軌道でディスプレイ３５
をタッチすれば、図３の（Ａ）に示されるように、ディスプレイ３５は、その通りの軌道
を検出する。
【００３２】
　図４は、操作者がスタイラスペンを利用してディスプレイ３５に情報を入力する際の、
ディスプレイ３５に対する操作態様の例を模式的に示す図である。図４を参照して、入力
端末１では、操作者は、ディスプレイ３５に対して、右手２０８で把持したスタイラスペ
ン２１０を利用して情報を入力することもできれば、左手２０６で把持したスタイラスペ
ン２１０を利用して情報を入力することもできる。操作者は、右利きであれば、主に右手
でスタイラスペン２１０を把持して、ディスプレイ３５へ情報を入力する。操作者は、左
利きであれば、主に左手でスタイラスペン２１０を把持して、ディスプレイ３５へ情報を
入力する。
【００３３】
　本実施の形態では、操作者が、ディスプレイ３５に対して、右手で情報を入力している
か、左手で情報を入力しているかを判定する。そして、入力端末１は、当該判定結果に応
じて、ディスプレイ３５のタッチセンサからの検出出力の補正、および／または、ディス
プレイ３５における表示内容の調整を行なう。
【００３４】
　検出出力の補正の例としては、たとえば、右利きと判断された場合には、タッチセンサ
からの検出出力によって特定されるタッチ位置を左側にシフトさせるような補正が挙げら
れる。また、シフトの度合いは、タッチセンサにおける検出出力の分布の態様に応じて、
変更され得る。たとえば、ユーザの指や手（スタイラスペン２１０）の傾きが大きいと判
断されるほど、シフト量が大きくされる場合があり得る。
【００３５】
　ディスプレイ３５における表示内容の調整の例としては、たとえば、ディスプレイ３５
に表示されるアイコンの配列の調整が挙げられる。より具体的には、右利きと判断された
場合には、利用頻度が高いアイコンほど右側に配列されるように、また、左利きと判断さ
れた場合には、利用頻度の高いアイコンほど左側に配列されるように、アイコンの配列が
調整される。
【００３６】
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　［検出機構の例示］
　次に、入力端末１における、操作者の操作する手が右手であるか左手であるかの検出を
するための機構について、説明する。本明細書では、操作者の操作する手が右手であると
が検出されたことを、操作者が右利きであることが検出されたという場合がある。操作者
が右利きであれば、多くの場合、当該操作者は右手で操作するからである。また、操作者
の操作する手が左手であるとが検出されたことを、操作者が左利きであることが検出され
たという場合がある。操作者が左利きであれば、多くの場合、当該操作者は左手で操作す
るからである。
【００３７】
　図５は、入力端末１のタッチセンサによって、ディスプレイ３５に対する操作位置を検
出する機構を説明するための図である。
【００３８】
　図５には、タッチセンサ４０の断面が模式的に示されている。タッチセンサ４０は、ガ
ラス基板４０Ｃと、当該ガラス基板４０Ｃ上に配置された電極対４０Ｘと、電極対４０Ｘ
上に配置された保護板４０Ｄとを含む。電極対４０Ｘについては、ガラス基板４０Ｃでは
なく保護板４０Ｄ上に配置してもよい。タッチセンサ４０は、入力端末１の制御状態等を
表示するディスプレイ３５に対して表面側に配置されている。したがって、操作者は、タ
ッチセンサ４０を介して、ディスプレイ３５上の表示を視認する。本実施の形態では、デ
ィスプレイ３５とタッチセンサ４０によって、タッチパネルが構成される場合を示す。
【００３９】
　なお、タッチセンサ４０は、ディスプレイ３５の裏面側に配置されていても良い。この
場合、操作者は、入力端末１の表面からディスプレイ３５における表示を視認し、入力端
末１の裏面に対してタッチ操作を行なう。
【００４０】
　各電極対４０Ｘは、電極４０Ａと、電極４０Ｂとを含む。
　各電極対４０Ｘの電極４０Ａの静電容量と電極４０Ｂの静電容量とは、各電極４０Ａ，
４０Ｂに導電体が近づくと変化する。より具体的には、図５に示されるように、電極対４
０Ｘに、導電体の一例である（操作者の）指Ｆが近づくと、電極４０Ａ，４０Ｂのそれぞ
れの静電容量は、指Ｆとの距離に応じて変化する。図５では、電極４０Ａ，４０Ｂと指Ｆ
との距離が、それぞれ、距離ＲＡ，ＲＢで示されている。入力端末１では、図６に示され
るように、電極対４０Ｘは、タッチセンサ４０（図６ではディスプレイ３５に重ねられて
配置されている）の全域に渡って配列されるように、配置されている。電極対４０Ｘは、
たとえばマトリクス状に、配列されている。また、入力端末１では、各電極対４０Ｘの電
極４０Ａ，４０Ｂの静電容量を、互いに独立して検出される。したがって、入力端末１は
、タッチセンサ４０全域（ディスプレイ３５全域）に渡って、電極対４０Ｘの電極４０Ａ
，４０Ｂの静電容量の変化量の分布を取得できる。そして、入力端末１は、当該変化量の
分布に基づいて、ディスプレイ３５におけるタッチ位置を特定する。
【００４１】
　なお、上記した導電体がディスプレイ３５（タッチパネル）に接触していない状態であ
っても、各電極４０Ａ，４０Ｂの静電容量は、当該導電体の位置（各電極４０Ａ，４０Ｂ
に対する距離）に影響を受け得る。したがって、電極４０Ａ，４０Ｂの静電容量の分布は
、図２を参照して説明したような、操作者が右手で操作するか左手で操作するかによって
、影響を受け得る。また、電極４０Ａ，４０Ｂの静電容量の分布は、図４を参照して説明
したような、操作者がスタイラスペン２１０を右手で把持するか左手で把持するかによっ
て、影響を受け得る。図７および図８は、電極４０Ａ，４０Ｂの静電容量の分布における
、導電体のディスプレイ３５（タッチパネル）に接触しない部分による影響を説明するた
めの図である。
【００４２】
　図７の（Ａ）には、入力端末１において、ディスプレイ３５に対して左右のいずれにも
傾かずに、スタイラスペン２１０がディスプレイ３５に接触している状態が示されている
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。図７の（Ａ）では、左右方向が、線Ｌ１で示されている。
【００４３】
　図７の（Ｂ）には、図７の（Ａ）に対応した検出出力であって、線Ｌ１上に配置された
電極対４０Ｘの静電容量の検出出力の一例が示されている。図７の（Ｂ）のグラフの縦軸
は、静電容量に対応する。横軸は、線Ｌ１上に配置された各電極対４０Ｘのそれぞれを特
定する情報（センサＩＤ）に対応する。図７の（Ｂ）に示された出力Ｅ１１は、電極４０
Ｂの静電容量に対応する。
【００４４】
　図８の（Ａ）には、入力端末１において、ディスプレイ３５に対して右側に傾きながら
、スタイラスペン２１０がディスプレイ３５に接触している状態が示されている。図８の
（Ａ）では、左右方向が、線Ｌ２で示されている。
【００４５】
　図８の（Ｂ）には、図８の（Ａ）に対応した検出出力であって、線Ｌ２上に配置された
電極対４０Ｘの静電容量の検出出力の一例が示されている。図８の（Ｂ）のグラフの縦軸
は、静電容量に対応する。横軸は、線Ｌ２上に配置された各電極対４０Ｘのそれぞれを特
定する情報（センサＩＤ）に対応する。図８の（Ｂ）に示された出力Ｅ２１は、電極４０
Ｂの静電容量に対応する。
【００４６】
　図８の（Ｂ）では、出力Ｅ２１は、ピーク位置から、白抜きの矢印Ａ２１で示した右側
の勾配が、左側の勾配よりもなだらかになっている。したがって、入力端末１では、ディ
スプレイ３５で導電体（スタイラスペン２１０）が傾いて存在する場合、タッチセンサ４
０の電極４０Ａ，４０Ｂの検出出力の分布も当該傾きと同じ側に偏る。
【００４７】
　図９は、タッチセンサ４０の全域に渡って二次元的に（たとえば、マトリクス状に）配
置された電極対４０Ｘのそれぞれの検出出力の分布を模式的に示す図である。なお、図９
には、図８の（Ａ）の状態に対応した検出出力が示されている。入力端末１では、図９に
示されたように、タッチセンサ４０の全域に渡って二次元的に配置された各電極対４０Ｘ
の電極４０Ａ，４０Ｂの検出出力を取得する。入力端末１では、上下方向で、検出出力の
ピークが存在する位置を特定する。そして、図８の（Ｂ）に示されたように、特定された
位置の左右方向における検出出力の分布に基づいて、導電体の傾きの度合いが予測される
。
【００４８】
　以上説明したように、入力端末１は、導電体の傾きと電極４０Ａ，４０Ｂの検出出力の
分布の関係を利用して、上記検出出力の分布から、上記導電体の傾きを予測する。そして
、入力端末１は、上記導電体の傾きの予測結果に基づいて、操作者が、右手でディスプレ
イ３５に情報を入力しているか、左手でディスプレイ３５に情報を入力しているかを判定
する。
【００４９】
　ここで、図２を参照して説明した、導電体の傾きによって、タッチセンサ４０において
検出されるタッチ位置が実際のタッチ位置よりも右側または左側にシフトするという傾向
について、説明する。
【００５０】
　図５を参照して説明したように、タッチセンサ４０の各電極４０Ａ，４０Ｂの静電容量
は、導電体との距離に影響を受ける場合がある。したがって、タッチセンサ４０に導電体
が接触していなくとも、タッチセンサ４０近傍に導電体が存在すれば、電極４０Ａ，４０
Ｂの静電容量は影響を受ける可能性がある。操作者が右手でディスプレイ３５に情報を入
力する場合、ディスプレイ３５の表面近傍では、操作者の指またはスタイラスペン１２０
が接触する点の右側近傍に導電体（操作者の右手）が存在すると予想される。本来は、図
７の（Ｂ）や図８の（Ｂ）に示されたようなグラフでは、静電容量のピークは、操作者の
指またはスタイラスペン１２０が接触する点に一致する。しかしながら、上記のようなデ
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ィスプレイ３５の表面近傍における導電体の存在により、当該ピークの位置は、本来ユー
ザがタッチしようと意図した位置から右側にシフトする事態が想定される。たとえば、右
手の指で操作する場合、ユーザがタッチしようと試みる場所は指の真下ではなく、若干左
方向にある場合が多い。しかし、タッチセンサ４０に触れられる位置の中心は指の腹であ
ることから、ピーク位置は若干右方向にシフトすることが多い。また、操作者が左手でデ
ィスプレイ３５に情報を入力する際も、同様であると考えられる。
【００５１】
　［ハードウェア構成］
　図１０を参照して、入力端末１のハードウェア構成について説明する。図１０は、入力
端末１のハードウェア構成の一例を表わすブロック図である。
【００５２】
　入力端末１は、ＣＰＵ２０と、アンテナ２３と、通信装置２４と、ハードウェアボタン
２５と、カメラ２６と、フラッシュメモリ２７と、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）２
８と、ＲＯＭ２９と、メモリカード駆動装置３０と、マイク３２と、スピーカ３３と、音
声信号処理回路３４と、ディスプレイ３５と、ＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）３６と
、データ通信Ｉ／Ｆ３７と、バイブレータ３８と、ジャイロセンサ３９と、タッチセンサ
４０とを備える。メモリカード駆動装置３０には、メモリカード３１が装着され得る。
【００５３】
　アンテナ２３は、基地局によって発信される信号を受信し、または、基地局を介して他
の通信装置と通信するための信号を送信する。アンテナ２３によって受信された信号は、
通信装置２４によってフロントエンド処理が行なわれた後、処理後の信号は、ＣＰＵ２０
に送られる。
【００５４】
　タッチセンサ４０は、入力端末１に対するタッチ操作を受け付けて、当該タッチ操作が
検出された点の座標値をＣＰＵ２０に送出する。ＣＰＵ２０は、その座標値と入力端末１
の動作モードとに応じて予め規定されている処理を実行する。
【００５５】
　なお、ＣＰＵ２０は、上記したように、タッチセンサ４０からの検出出力に応じて、操
作者が、タッチ操作に、右手を使用したか左手を使用したかを判定することができる。ま
た、ＣＰＵ２０は、当該判定の結果に基づいて、タッチ操作が検出された点の座標値を補
正することができる。図１０では、これらのＣＰＵ２０の機能が、判定部２０Ａおよび補
正部２０Ｂとして示されている。
【００５６】
　ハードウェアボタン２５は、入力ボタン２５Ａを含む。ハードウェアボタン２５に含ま
れる各ボタンは、外部から操作されることにより、各ボタンに対応する信号を、ＣＰＵ２
０に入力する。
【００５７】
　ＣＰＵ２０は、入力端末１に対して与えられる命令に基づいて入力端末１の動作を制御
するための処理を実行する。入力端末１が信号を受信すると、ＣＰＵ２０は、通信装置２
４から送られた信号に基づいて予め規定された処理を実行し、処理後の信号を音声信号処
理回路３４に送出する。音声信号処理回路３４は、その信号に対して予め規定された信号
処理を実行し、処理後の信号をスピーカ３３に送出する。スピーカ３３は、その信号に基
づいて音声を出力する。
【００５８】
　マイク３２は、入力端末１に対する発話を受け付けて、発話された音声に対応する信号
を音声信号処理回路３４に対して送出する。音声信号処理回路３４は、その信号に基づい
て通話のために予め規定された処理を実行し、処理後の信号をＣＰＵ２０に対して送出す
る。ＣＰＵ２０は、その信号を送信用のデータに変換し、変換後のデータを通信装置２４
に対して送出する。通信装置２４は、そのデータを用いて送信用の信号を生成し、アンテ
ナ２３に向けてその信号を送出する。
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【００５９】
　フラッシュメモリ２７は、ＣＰＵ２０から送られるデータを格納する。また、ＣＰＵ２
０は、フラッシュメモリ２７に格納されているデータを読み出し、そのデータを用いて予
め規定された処理を実行する。
【００６０】
　ＲＡＭ２８は、タッチセンサ４０に対して行なわれた操作やその他の入力端末への操作
に基づいてＣＰＵ２０によって生成されるデータを一時的に保持する。ＲＯＭ２９は、入
力端末１に予め定められた動作を実行させるためのプログラムあるいはデータを格納して
いる。ＣＰＵ２０は、ＲＯＭ２９から当該プログラムまたはデータを読み出し、入力端末
１の動作を制御する。
【００６１】
　メモリカード駆動装置３０は、メモリカード３１に格納されているデータを読み出し、
ＣＰＵ２０に送出する。メモリカード駆動装置３０は、ＣＰＵ２０によって出力されるデ
ータを、メモリカード３１の空き領域に書き込む。メモリカード駆動装置３０は、ＣＰＵ
２０によって受けた命令に基づき、メモリカード３１に格納されているデータを消去する
。
【００６２】
　なお、メモリカード駆動装置３０は、メモリカード３１以外の形態の記録媒体に対して
情報の読み取りおよび書き込みを行なうメディアドライブに置換される場合があり得る。
記録媒体としては、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact　Disk　-　Read　Only　Memory）、ＤＶＤ－
ＲＯＭ（Digital　Versatile　Disk　-　Read　Only　Memory）、Ｂｌｕｅ－ｒａｙディ
スク、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）メモリ、メモリカード、ＦＤ（Flexible　Disk
）、ハードディスク、磁気テープ、カセットテープ、ＭＯ（Magnetic　Optical　Disk）
、ＭＤ（Mini　Disk）、ＩＣ（Integrated　Circuit）カード（メモリカードを除く）、
光カード、マスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（Electronically　Erasable　Prog
rammable　Read　Only　Memory）などの、不揮発的にプログラムを格納する媒体が挙げら
れる。
【００６３】
　音声信号処理回路３４は、上述のような通話のための信号処理を実行する。なお、図１
０に示される例では、ＣＰＵ２０と音声信号処理回路３４とが別個の構成として示されて
いるが、他の局面において、ＣＰＵ２０と音声信号処理回路３４とが一体として構成され
ていてもよい。
【００６４】
　ディスプレイ３５は、ＣＰＵ２０から取得されるデータに基づいて、当該データによっ
て規定される画像を表示する。たとえば、フラッシュメモリ２７が格納している静止画、
動画、音楽ファイルの属性（当該ファイルの名前、演奏者、演奏時間など）を表示する。
【００６５】
　ＬＥＤ３６は、ＣＰＵ２０からの信号に基づいて、予め定められた発光動作を実現する
。
【００６６】
　データ通信Ｉ／Ｆ３７は、データ通信用のケーブルの装着を受け付ける。データ通信Ｉ
／Ｆ３７は、ＣＰＵ２０から出力される信号を当該ケーブルに対して送出する。あるいは
、データ通信Ｉ／Ｆ３７は、当該ケーブルを介して受信されるデータを、ＣＰＵ２０に対
して送出する。
【００６７】
　バイブレータ３８は、ＣＰＵ２０から出力される信号に基づいて、予め定められた周波
数で発振動作を実行する。
【００６８】
　ジャイロセンサ３９は、入力端末１の向きを検出し、検出結果をＣＰＵ２０に送信する
。ＣＰＵ２０は、当該検出結果に基づいて、入力端末１の姿勢を検出する。より具体的に



(13) JP 6000797 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

は、入力端末１の筐体の形状は、図１等に示されるように長方形である。そして、ＣＰＵ
２０は、上記検出結果に基づいて、当該長方形の長手方向が、ディスプレイ３５を視認す
るユーザの上下方向に位置するか、または、左右方向に位置するか等、入力端末１の筐体
の姿勢を検出する。なお、ジャイロセンサ３９の検出結果に基づいた入力端末１の筐体の
姿勢の検出については、公知の技術を採用することができるため、ここでは詳細な説明は
繰り返さない。また、ジャイロセンサ３９は、入力端末１の筐体の姿勢を検出するための
データを取得するいかなる部材にも置換され得る。
【００６９】
　［タッチ操作の検出処理］
　次に、図１１を参照して、ディスプレイ３５に対するタッチ操作の検出のための処理の
内容を説明する。図１１は、入力端末１において、タッチ操作の検出のためにＣＰＵ２０
が実行する処理のフローチャートである。なお、図１１の処理は、入力端末１がタッチセ
ンサ４０へのタッチ操作を受け付けるモードで動作している期間中、継続して、実行され
る。
【００７０】
　図１１を参照して、ステップＳ１０で、ＣＰＵ１０は、タッチセンサ４０へのタッチ操
作があったか否かを判断する。そして、ＣＰＵ１０は、タッチ操作が無いと判断すると、
当該操作が検出されるまで待機し、タッチ操作があったと判断すると、ステップＳ２０へ
処理を進める。なお、ＣＰＵ１０は、たとえば、図７の（Ｂ）等を参照して説明したよう
に、すべての電極対４０Ｘのうち少なくとも１つの静電容量の絶対値が特定の値以上とな
った場合に、タッチ操作があったと判断する。
【００７１】
　ステップＳ２０では、ＣＰＵ２０は、タッチセンサ４０の感度を上昇させるように動作
モードを変更して、ステップＳ３０へ処理を進める。なお、「タッチセンサ４０の感度を
上昇させる」とは、たとえば、センシングの積分回数の上昇、または、情報量の向上によ
って、実現される。センシングの積分回数の上昇とは、たとえば、ＣＰＵ２０が、タッチ
センサ４０の各電極対４０Ｘの各電極４０Ａ，４０Ｂの１回分の検出出力の決定に、各電
極４０Ａ，４０Ｂから８回の出力の積分値を利用していたところ、その４倍の３２回の出
力の積分値を利用することが挙げられる。情報量の向上とは、たとえば、ＣＰＵ２０にお
いて、各電極４０Ａ，４０Ｂからの検出出力のゲインを上昇させることが挙げられる。
【００７２】
　ステップＳ３０では、ＣＰＵ２０は、ディスプレイ３５の上空（ディスプレイ３５表面
から僅かに離間した位置）の状態の判別を行なって、ステップＳ４０へ処理を進める。判
別とは、ディスプレイ３５の上空において、導電体が、図８の（Ａ）に示されたように右
に傾いているか、または、左に傾いているかを判別する。より具体的には、ＣＰＵ２０は
、図７～図９を参照して説明したように、タッチセンサ４０の各電極４０Ａ，４０Ｂの検
出出力の分布を作成し、そして、当該検出出力の分布が、検出出力のピークを中心とした
場合、右側に偏っているか（図８の（Ｂ）参照）、または、左側に偏っているかに応じて
、上空の導電体が右側に傾いているか左側に傾いているかを判別する。なお、上下左右方
向の決定には、ジャイロセンサ３９の検出出力に基づく、入力端末１の筐体の姿勢の検出
結果を利用してもよい。
【００７３】
　ステップＳ４０では、ＣＰＵ２０は、ステップＳ３０における判別結果に基づいて、ス
テップＳ５０へ処理を進めるか、ステップＳ６０へ処理を進めるかを決定する。より具体
的には、ステップＳ３０における判別結果が、上空の導電体が右に傾いているというもの
であれば、ＣＰＵ２０は、ステップＳ５０へ処理を進める。一方、ステップＳ３０におけ
る判別結果が、上空の導電体が左に傾いているというものであれば、ＣＰＵ２０は、ステ
ップＳ６０へ処理を進める。
【００７４】
　ステップＳ５０では、ＣＰＵ２０は、操作者が右利きであると判断して、ステップＳ７
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０へ処理を進める。
【００７５】
　一方、ステップＳ６０では、ＣＰＵ２０は、操作者が左利きであると判断して、ステッ
プＳ７０へ処理を進める。
【００７６】
　ステップＳ７０では、ＣＰＵ２０は、ステップＳ２０で上昇させたタッチセンサ４０の
感度を通常のものに戻して、ステップＳ８０へ処理を進める。
【００７７】
　ステップＳ８０では、ＣＰＵ２０は、タッチパネルにおける操作対象の座標値を導出す
る処理（タッチパネル座標処理）を実行して、ステップＳ１０へ処理を戻す。
【００７８】
　ステップＳ８０では、ＣＰＵ２０は、ステップＳ３０で取得した検出結果の分布に基づ
いて、ステップＳ１０で検出したタッチ操作に基づいて特定される、タッチセンサ４０の
操作対象の座標値（タッチセンサ４０の各電極４０Ａ，４０Ｂの検出出力に基づく操作対
象の座標値）を補正することができる。タッチセンサ４０の各電極４０Ａ，４０Ｂの検出
出力に基づく操作対象の座標値の特定は、公知の技術によって実現可能であるため、ここ
では詳細な説明は繰り返さない。また、補正の内容の具体例としては、「検出出力の補正
の例」として上記されたものが例示される。
【００７９】
　ＣＰＵ２０は、ステップＳ８０で導出した座標値を、入力端末１において起動している
アプリケーションに引き渡す。このとき、ＣＰＵ２０は、座標値とともに、ステップＳ５
０またはステップＳ６０における判断の結果を、当該アプリケーションに引き渡すことも
できる。これにより、当該アプリケーションは、たとえばアイコンの配列を上記したよう
に調整する等、ディスプレイ３５における表示内容を含むアプリケーションにおける処理
内容を、判断の結果に応じて変更することができる。なお、当該アプリケーションも、Ｃ
ＰＵ２０によって実行される場合があり得る。
【００８０】
　以上説明した本実施の形態では、ステップＳ４０において、ディスプレイ３５の上空に
おいて、左右のいずれにも導電体が傾いていることが判別できない場合、ＣＰＵ２０は、
たとえばステップＳ５０等、ステップＳ５０とステップＳ６０のうち予め定められた方へ
処理を進める。
【００８１】
　［駆動モードの変化の態様］
　図１２は、本実施の形態における入力端末１における、タッチセンサ４０の感度の変更
に関する動作モードの変化を示す図である。図１２では、タッチ操作の有無（タッチ操作
）と、タッチセンサ４０の駆動モード（センサ駆動）と、各駆動モードにおけるタッチセ
ンサ４０の感度（センサ感度）が示されている。
【００８２】
　図１２を参照して、タッチセンサ４０に対するタッチ操作が検出されるまで、駆動モー
ドは、待機モードである。タッチ操作が開始されると（図１１における、ステップＳ１０
からステップＳ２０への処理が進行に相当）、これに応じて、駆動モードは上空判別モー
ドへと移行し、センサ（タッチセンサ４０）の感度が上昇する。図１２では、上昇前のセ
ンサの感度が「Normal」で示され、上昇後のセンサの感度が「High」で示されている。
【００８３】
　その後、図１２のステップＳ５０またはステップＳ６０で利き手の判断が終了すること
により、上空判別モードが終了する。これに応じて、センサの感度の上昇が解除される。
その後、タッチセンサ４０へのタッチ操作が継続されている期間中、通常のタッチ位置等
の検出が継続される（通常座標検出モード）。そして、タッチ操作が解除されると、動作
モードは、再度待機モードに移行する。
【００８４】
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　上記、上空判別モードと通常座標検出モードとは、タッチ操作の期間中、交互に実行さ
れてもよい。上空判別モードでは、センサ感度を上昇させることによりノイズの影響を受
けやすくなる可能性がある。これにより、タッチ操作の位置精度が悪くなる可能性がある
ため、上空判別モードにおけるタッチ位置情報は使用しないことも考慮できる。ただし、
１回のタッチ操作の期間中に上空判別モードに属する処理（ステップＳ３０～ステップＳ
６０）が１回しか実行されなかった場合には、タッチ位置の決定が傾きの度合いなどの変
化に追従できない可能性も想定される。このため、当該変化に追従できない場合には、上
空判別モードと通常座標検出モードとは、タッチ操作が継続されている期間中、交互に行
なわれればよい。
【００８５】
　［実施の形態の効果および変形例］
　以上説明した本実施の形態では、導電体（スタイラスペン、指、等）によるタッチセン
サ４０へのタッチ操作が検出されると、操作者が右利きか左利きかが判別される。これに
より、ディスプレイ３５における表示内容を含む、アプリケーションの処理内容が、ユー
ザが操作する手（右手または左手）に応じたものとすることができる。なお、当該判別は
、ディスプレイ３５に対するタッチ位置を検出するために搭載されているタッチセンサ４
０の検出出力に基づいて行なわれ、他に特別なセンサを必要としない。本実施の形態では
、タッチセンサに情報を入力する上記導電体により、操作体が構成される。
【００８６】
　また、本実施の形態では、上記判別の結果に基づいて、ディスプレイ３５のタッチ位置
（タッチの対象となった座標値）が補正され得る。これにより、図３を参照して説明した
ように、入力端末１内で取得されるタッチ操作の座標値と、ユーザの意図した位置との差
異をより小さくすることができる。
【００８７】
　本実施の形態では、操作者の利き手（操作に使用している手）を判別する期間（ステッ
プＳ２０～ステップＳ７０）では、ＣＰＵ２０は、タッチセンサ４０の感度を上昇させる
。これにより、ＣＰＵ２０は、より正確に、利き手を判別できるとともに、その傾きの度
合いを検出することができる。
【００８８】
　タッチセンサ４０の感度の上昇により、入力端末１における消費電力量が上昇し得る。
ただし、本実施の形態では、上記期間に限って感度を上昇させることにより、消費電力量
の上昇が極力抑えられる。
【００８９】
　また、感度を上昇させることにより、タッチセンサ４０からＣＰＵ２０への出力がノイ
ズを含む可能性が大きくなり、これにより、タッチセンサ４０の出力に基づいて特定され
る位置における誤差が大きくなる場合があり得る。この点については、ステップＳ２０～
ステップＳ７０の期間では、ＣＰＵ２０は、タッチセンサ４０に含まれる複数の電極対４
０Ｘのうち、ステップＳ１０においてタッチ操作を検出された位置とその近傍に位置する
ものからの検出出力に基づいて、処理を実行することが好ましい。また、上記誤差が大き
くなる場合があるため、上記感度上昇時間におけるタッチの位置情報については利用せず
、効き手判別、傾き情報取得にとどめることによって、該誤差の影響を最小限にとどめる
ことができる。
【００９０】
　また、感度の上昇の一例として、タッチセンサ４０の検出出力の積分回数を増大するこ
とを挙げた。この場合、ＣＰＵ２０は、タッチセンサ４０から通常より多い回数の検出出
力を取得するまで、タッチセンサ４０における各電極４０Ａ，４０Ｂの検出値を特定でき
ない。これにより、処理が遅くなる可能性も想定される。この場合には、ステップＳ２０
～ステップＳ７０の期間では、ＣＰＵ２０およびタッチセンサ４０の動作周波数を上昇さ
せるよう変更すればよい。一方、これ以外の期間では、動作周波数を当該期間よりも減少
させることにより、消費電力量の上昇を極力抑えることができる。
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【００９１】
　今回開示された実施の形態およびその変形例はすべての点で例示であって制限的なもの
ではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範
囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ
ることが意図される。実施の形態およびその変形例において開示された技術は、可能な限
り単独でも組み合わせても実施され得ることが意図される。
【符号の説明】
【００９２】
　１　入力端末、２０　ＣＰＵ、２０Ａ　判定部、２０Ｂ　補正部、２３　アンテナ、２
４　通信装置、２５　ハードウェアボタン、２６　カメラ、２７　フラッシュメモリ、２
８　ＲＡＭ、２９　ＲＯＭ、３０　メモリカード駆動装置、３１　メモリカード、３２　
マイク、３３　スピーカ、３４　音声信号処理回路、３５　ディスプレイ、３６　ＬＥＤ
、３７　データ通信Ｉ／Ｆ、３８　バイブレータ、３５　ディスプレイ、３９　ジャイロ
センサ、４０　タッチセンサ、４０Ａ，４０Ｂ　電極、４０Ｃ　ガラス基板、４０Ｄ　保
護板、４０Ｘ　電極対。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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