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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像情報に基づく画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段により前記画像を表示する表示領域に重ねられて設けられたタッチパネル
と、
　着信信号を受信したか、または発信信号を送信する場合、前記タッチパネルの一部また
は全部の動作を制限する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、
　ユーザの耳や顔が通話時に接触している前記タッチパネル上での接触部分を検出して動
作が制限される領域とし、前記動作が制限される領域に対応する表示領域に表示される操
作キーの位置を、動作が制限されない前記タッチパネルの領域に対応する表示領域に再配
置し、
　前記着信信号に基づく着信処理または前記発信信号に基づく発信処理が終了した場合、
前記タッチパネルの一部または全部の動作の制限を解除することを特徴とする情報処理装
置。
【請求項２】
　前記表示手段は、着信信号を受信したか、または発信信号を送信する場合、前記タッチ
パネルの一部の領域に対応する表示領域に操作キーを表示することを特徴とする請求項１
に記載の情報処理装置。
【請求項３】
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　前記情報処理装置には、外部に露出した所定の操作キーが設けられており、
　前記着信信号に基づく着信処理または前記発信信号に基づく発信処理が開始された後に
前記所定の操作キーが押下された場合、前記表示手段は、前記タッチパネルの一部の領域
に対応する表示領域に操作キーを表示することを特徴とする請求項２に記載の情報処理装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置に係り、特に、タッチパネルまたはタッチセンサを用いて入力す
ることができるようにした情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タッチセンサまたはディスプレイと組み合わされたタッチパネルを備えた携帯電
話機が提案されている（例えば、特許文献１参照）。ユーザは、携帯電話機に備えられた
タッチセンサまたはタッチパネルをユーザ自身の指、あるいはスタイラスペンなどのポイ
ンティングデバイスによって操作することで入力することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特願２００８－１５８４２２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　タッチセンサまたはタッチパネルを備えた携帯電話機でユーザが通話する場合、ユーザ
は、携帯電話機に設けられた受話器に耳を当てる。このとき、ユーザの顔は、携帯電話機
に設けられたタッチセンサまたはタッチパネルに接触してしまう。ユーザの顔がタッチセ
ンサまたはタッチパネルに接触してしまうと、誤入力が発生してしまうという課題があっ
た。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、タッチセンサまたはタッチパ
ネルによる誤入力を好適に防止することができる情報処理装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の情報処理装置は、上述した課題を解決するために、画像情報に基づく画像を表
示する表示手段と、表示手段により画像を表示する表示領域に重ねられて設けられたタッ
チパネルと、着信信号を受信したか、または発信信号を送信する場合、タッチパネルの一
部または全部の動作を制限する制御手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、タッチセンサまたはタッチパネルによる誤入力を好適に防止すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の外観の構成を示す図。
【図２】図１のタッチパネルの回路構成を示す図。
【図３】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の内部の構成を示すブロック
図。
【図４】（Ａ）および（Ｂ）は、タッチパネルの上部領域とタッチセンサ１５－１の動作
を制限する様子を示す図。
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【図５】図３の携帯電話機におけるタッチ入力制御処理を説明するフローチャート。
【図６】通話に関するキー以外のキーを、タッチパネルの下部領域に対応するディスプレ
イの表示領域に表示する表示例を示す図。
【図７】図３の携帯電話機における他のタッチ入力制御処理を説明するフローチャート。
【図８】ユーザが通話する前後で、タッチパネルに対応する表示領域にソフトキーとして
の操作キーａ乃至ｆが表示される様子を示す。
【図９】図３の携帯電話機における他のタッチ入力制御処理を説明するフローチャート。
【図１０】携帯電話機に設けられたメカニカルスイッチを示す図。
【図１１】図３の携帯電話機における他のタッチ入力制御処理を説明するフローチャート
。
【図１２】図３の携帯電話機における他のタッチ入力制御処理を説明するフローチャート
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図１は、本発明に
係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機１の外観の構成を表している。図１に示される
ように、携帯電話機１には、マイクロフォン１１が設けられており、マイクロフォン１１
によって通話時のユーザの音声を集音する。携帯電話機１の所定の位置にはレシーバ（受
話器）１２が設けられており、これにより、ユーザは音声通話することが可能である。な
お、携帯電話機１の所定の位置には、レシーバ１２以外の音声出力部としてのスピーカ（
図３のスピーカ５０）も設けられている。
【００１０】
　携帯電話機１には、その正面にディスプレイ１３が設けられており、電波の受信状態、
電池残量、電話帳として登録されている相手先名や電話番号及び送信履歴等の他、電子メ
ールの内容、簡易ホームページ、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）カメラ（図３のＣＣ
Ｄカメラ２０）で撮像した画像、外部のコンテンツサーバ（図示せず）より受信したコン
テンツ、メモリカード（後述する図３のメモリカード４６）に記憶されているコンテンツ
を表示することができる。なお、ディスプレイ１３は、例えば液晶ディスプレイ（Liquid
 Crystal Display）により構成される。
【００１１】
　ディスプレイ１３には、タッチパネル１４が重ねて貼り合わされている。このタッチパ
ネル１４の近傍には、タッチセンサ１５－１と１５－２が設けられている。ユーザは、ユ
ーザの指あるいはスタイラスペンを用いてタッチセンサ１５－１または１５－２を操作す
ることで、ディスプレイ１３に表示される表示画面をスクロールしたり、表示画面に入力
することができる。なお、タッチセンサ１５－１と１５－２を特に区別する必要がない場
合、タッチセンサ１５と総称する。
【００１２】
　図２は、図１のタッチパネル１４の回路構成を示している。図２に示されるように、タ
ッチパネル１４では、コラム信号１６－１乃至１６－ｎとロー信号１７－１乃至１７－ｎ
がマトリクス状に配列されている。
【００１３】
　図３は、本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機１の内部の構成を表してい
る。図示せぬ基地局から送信されてきた無線信号は、アンテナ３１で受信された後、アン
テナ共用器（ＤＵＰ）３２を介して受信回路（ＲＸ）３３に入力される。受信回路３３は
、受信された無線信号を周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）３４から出力された局部発振信号
とミキシングして中間周波数信号に周波数変換（ダウンコンバート）する。そして、受信
回路３３は、このダウンコンバートされた中間周波数信号を直交復調して受信ベースバン
ド信号を出力する。なお、周波数シンセサイザ３４から発生される局部発振信号の周波数
は、制御部４１から出力される制御信号ＳＹＣによって指示される。
【００１４】
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　受信回路３３からの受信ベースバンド信号は、ＣＤＭＡ信号処理部３６に入力される。
ＣＤＭＡ信号処理部３６は、図示せぬＲＡＫＥ受信機を備える。このＲＡＫＥ受信機では
、受信ベースバンド信号に含まれる複数のパスがそれぞれの拡散符号（すなわち、拡散さ
れた受信信号の拡散符号と同一の拡散符号）で逆拡散処理される。そして、この逆拡散処
理された各パスの信号は、位相が調停された後、コヒーレントＲａｋｅ合成される。Ｒａ
ｋｅ合成後のデータ系列は、デインタリーブおよびチャネル復号（誤り訂正復号）が行わ
れた後、２値のデータ判定が行われる。これにより、所定の伝送フォーマットの受信パケ
ットデータが得られる。この受信パケットデータは、圧縮伸張処理部３７に入力される。
【００１５】
　圧縮伸張処理部３７は、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）などにより構成され、Ｃ
ＤＭＡ信号処理部３６から出力された受信パケットデータを図示せぬ多重分離部によりメ
ディアごとに分離し、分離されたメディアごとのデータに対してそれぞれ復号処理を行う
。例えば通話モードにおいては、受信パケットデータに含まれる通話音声などに対応する
オーディオデータをスピーチコーデックにより復号する。また、例えばテレビ電話モード
などのように、受信パケットデータに動画像データが含まれていれば、この動画像データ
をビデオコーデックにより復号する。さらに、受信パケットデータがダウンロードコンテ
ンツであれば、このダウンロードコンテンツを伸張した後、伸張されたダウンロードコン
テンツを制御部４１に出力する。
【００１６】
　復号処理により得られたディジタルオーディオ信号はＰＣＭコーデック３８に供給され
る。ＰＣＭコーデック３８は、圧縮伸張処理部３７から出力されたディジタルオーディオ
信号をＰＣＭ復号し、ＰＣＭ復号後のアナログオーディオデータ信号を受話増幅器３９に
出力する。このアナログオーディオ信号は、受話増幅器３９にて増幅された後、レシーバ
１２により出力される。
【００１７】
　圧縮伸張処理部３７によりビデオコーデックにて復号されたディジタル動画像信号は、
制御部４１に入力される。制御部４１は、圧縮伸張処理部３７から出力されたディジタル
動画像信号に基づく動画像を、図示せぬビデオＲＡＭ（例えばＶＲＡＭなど）を介してデ
ィスプレイ１３に表示させる。なお、制御部４１は、受信された動画像データだけでなく
、ＣＣＤカメラ２０により撮像された動画像データに関しても、図示せぬビデオＲＡＭを
介してディスプレイ１３に表示させることも可能である。
【００１８】
　また、圧縮伸張処理部３７は、受信パケットデータが電子メールである場合、この電子
メールを制御部４１に供給する。制御部４１は、圧縮伸張処理部３７から供給された電子
メールを記憶部４２に記憶させる。そして、制御部４１は、ユーザによるタッチパネル１
４やタッチセンサ１５－１乃至１５－２の操作に応じて、記憶部４２に記憶されているこ
の電子メールを読み出し、読み出された電子メールをディスプレイ１３に表示させる。
【００１９】
　一方、通話モードにおいて、マイクロフォン１１に入力された話者（ユーザ）の音声信
号（アナログオーディオ信号）は、送話増幅器４０により適正レベルまで増幅された後、
ＰＣＭコーデック３８によりＰＣＭ符号化される。このＰＣＭ符号化後のディジタルオー
ディオ信号は、圧縮伸張処理部３７に入力される。また、ＣＣＤカメラ２０から出力され
る動画像信号は、制御部４１によりディジタル化されて圧縮伸張処理部３７に入力される
。さらに、制御部４１にて作成されたテキストデータである電子メールも、圧縮伸張処理
部３７に入力される。
【００２０】
　圧縮伸張処理部３７は、ＰＣＭコーデック３８から出力されたディジタルオーディオ信
号を所定の送信データレートに応じたフォーマットで圧縮符号化する。これにより、オー
ディオデータが生成される。また、圧縮伸張処理部３７は、制御部４１から出力されたデ
ィジタル動画像信号を圧縮符号化して動画像データを生成する。そして、圧縮伸張処理部
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３７は、これらのオーディオデータや動画像データを図示せぬ多重分離部で所定の伝送フ
ォーマットに従って多重化した後にパケット化し、パケット化後の送信パケットデータを
ＣＤＭＡ信号処理部３６に出力する。なお、圧縮伸張処理部３７は、制御部４１から電子
メールが出力された場合にも、この電子メールを送信パケットデータに多重化する。
【００２１】
　ＣＤＭＡ信号処理部３６は、圧縮伸張処理部３７から出力された送信パケットデータに
対し、送信チャネルに割り当てられた拡散符号を用いてスペクトラム拡散処理を施し、ス
ペクトラム拡散処理後の出力信号を送信回路（ＴＸ）３５に出力する。送信回路３５は、
スペクトラム拡散処理後の信号をＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying）方式など
のディジタル変調方式を使用して変調する。送信回路３５は、ディジタル変調後の送信信
号を、周波数シンセサイザ３４から発生される局部発振信号と合成して無線信号に周波数
変換（アップコンバート）する。そして、送信回路３５は、制御部４１により指示される
送信電力レベルとなるように、このアップコンバートにより生成された無線信号を高周波
増幅する。この高周波増幅された無線信号は、アンテナ共用器３２を介してアンテナ３１
に供給され、このアンテナ３１から図示せぬ基地局に向けて送信される。
【００２２】
　また、携帯電話機１は、外部メモリインタフェース４５を備えている。この外部メモリ
インタフェース４５は、メモリカード４６を着脱することが可能なスロットを備えている
。メモリカード４６は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリカードやＮＯＲ型フラッシュメモリ
カードなどに代表されるフラッシュメモリカードの一種であり、１０ピン端子を介して画
像や音声、音楽等の各種データの書き込み及び読み出しが可能となっている。さらに、携
帯電話機１には、現在の時刻を測定する時計回路（タイマ）４７が設けられている。
【００２３】
　制御部４１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、
およびＲＡＭ（Random Access Memory）などからなり、ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されてい
るプログラムまたは記憶部４２からＲＡＭにロードされた、オペレーティングシステム（
ＯＳ）を含む各種のアプリケーションプログラムに従って各種の処理を実行するとともに
、種々の制御信号を生成し、各部に供給することにより携帯電話機１を統括的に制御する
。ＲＡＭは、ＣＰＵが各種の処理を実行する上において必要なデータなどを適宜記憶する
。なお、制御部４１には、必要に応じて１または複数のＣＰＵが備えられる。
【００２４】
　記憶部４２は、例えば、電気的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるフラッシ
ュメモリ素子やＨＤＤ（Hard Disc Drive）などからなり、制御部４１のＣＰＵにより実
行される種々のアプリケーションプログラムや種々のデータ群を格納している。
【００２５】
　電源回路４４は、バッテリ４３の出力を基に所定の動作電源電圧Ｖｃｃを生成して各回
路部に供給する。
【００２６】
　携帯電話機１は、タッチパネル１４またはタッチセンサ１５－１乃至１５－２による入
力を行うことができる。タッチ入力制御部５１は、タッチ入力がタッチパネル１４または
タッチセンサ１５（タッチセンサ１５－１と１５－２）を用いて行われると、タッチ入力
が行われた座標（Ｘ軸とＹ軸の２軸により表される座標）を検出し、座標検出信号を制御
部４１に出力する。この座標検出信号には、Ｘ軸とＹ軸の２軸により表される座標値が含
まれている。
【００２７】
　タッチセンサ１４やタッチパネル１５を備えた携帯電話機１でユーザが通話する場合、
ユーザは、携帯電話機１に設けられたレシーバ１２に耳を当てる。このとき、ユーザの顔
は、携帯電話機１に設けられたタッチパネル１４の上部領域またはタッチセンサ１５に接
触してしまう。ユーザの顔がタッチパネル１４の上部領域またはタッチセンサ１５に接触
してしまうと、タッチ入力によって誤入力が発生してしまう。
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【００２８】
　そこで、タッチセンサ１４やタッチパネル１５を備えた携帯電話機１でユーザが通話す
る場合、図４（Ａ）に示されるように、タッチパネル１４の上部領域Ａとタッチセンサ１
５－１の動作を制限し、これらにおけるタッチ入力を制限するようにする。タッチパネル
１４の上部領域Ａの動作を制限する場合、図４（Ｂ）に示されるように、携帯電話機１は
、タッチパネル１４の上部領域Ａ内のコラム信号１６－１乃至１６－ｍを動作させないよ
うにする。以下、この方法を用いたタッチ入力制限処理について説明する。
【００２９】
　図５のフローチャートを参照して、図３の携帯電話機１におけるタッチ入力制御処理に
ついて説明する。ステップＳ１において、制御部４１は、受信回路３３とＣＤＭＡ信号処
理部３６を介して着信信号が受信したか、あるいは、送信回路３５とＣＤＭＡ信号処理部
３６を制御して発信信号を送信するか否かを判定する。ステップＳ１において制御部４１
が着信信号を受信したか、または発信信号を送信すると判定した場合、制御部４１は、タ
ッチ入力制御部５１を制御し、ユーザの耳や顔が通話時に接触するタッチセンサ１５－１
の動作を制限するとともに、ユーザの耳や顔が通話時に接触する可能性があるタッチパネ
ル１４の上部領域Ａの動作を制限する。これにより、たとえ発着信処理中にユーザの耳や
顔がタッチセンサ１５－１とタッチパネル１４に接触したとしても、誤ったタッチ入力を
防止することができる。ステップＳ３において、制御部４１は、ディスプレイ１３を制御
し、タッチパネル１４の下部領域Ｃに対応するディスプレイ１３の表示領域にソフトキー
としての発信キーと終話キーを表示する。これにより、タッチセンサ１５－１やタッチパ
ネル１４の動作が制限された場合であっても、通信処理に影響が出ないようにすることが
できる。なお、図６に示されるように、通話に関するキー以外のキー（例えば「０」乃至
「９」からなる数字キーなど）を表示するようにしてもよい。これにより、通信処理によ
り影響を与えることなく、タッチセンサまたはタッチパネルによる誤入力を好適に防止す
ることができる。また、携帯電話機１の基本的な操作を犠牲にしないようにすることがで
きるとともに、通話中の１０キー操作（例えばＤＴＭＦ音送出操作など）を犠牲にしない
ようにすることができる。
【００３０】
　ステップＳ４において、制御部４１は、受信回路３３とＣＤＭＡ信号処理部３６または
送信回路３５とＣＤＭＡ信号処理部３６を用いた発着信処理が終了したか否かを判定し、
この発着信処理が終了したと判定するまで待機する。ステップＳ４において制御部４１が
発着信処理が終了したと判定した場合、制御部４１はステップＳ５で、タッチ入力制御部
５１を制御し、タッチセンサ１５－１やタッチパネル１４の動作の制限を解除する。
【００３１】
　これにより、発着信処理に支障をきたすことなく、タッチセンサ１５－１やタッチパネ
ル１４を駆動するための消費電力を低減することができるとともに、タッチセンサ１５ま
たはタッチパネル１４による誤入力を好適に防止することができる。
【００３２】
　なお、タッチセンサまたはタッチパネルを備えた携帯電話機１でユーザが通話する場合
、タッチセンサ１５またはタッチパネル１４による誤入力を好適に防止するために、ユー
ザの耳や顔が通話時に接触するタッチセンサ１５－１とタッチパネル１４の上部領域Ａの
動作を制限するだけでなく、タッチパネル１４の上部領域Ａに対応するディスプレイ１３
の表示領域に表示されるソフトキーとしての種々の操作キーの位置を、タッチパネル１４
の中部領域Ｂまたは下部領域Ｃに対応するディスプレイ１３の表示領域に移動するように
してもよい。以下、この方法を用いたタッチ入力制御処理について説明する。
【００３３】
　図７のフローチャートを参照して、図３の携帯電話機１における他のタッチ入力制御処
理について説明する。なお、図７のステップＳ２１乃至Ｓ２２、およびステップＳ２４乃
至Ｓ２６の処理は、図５のステップＳ１乃至Ｓ５の処理と基本的には同様であり、その説
明は繰り返しになるので省略する。
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【００３４】
　ステップＳ２３において、制御部４１は、ディスプレイ１３を制御し、動作が制限され
るタッチパネル１４の上部領域Ａに対応する表示領域に表示されるソフトキーとしての操
作キーの位置を、タッチパネル１４の中部領域Ｂまたは下部領域Ｃに対応する表示領域に
移動する。図８（Ａ）は、タッチセンサ１４やタッチパネル１５を備えた携帯電話機１で
ユーザが通話する前に、タッチパネル１４の上部領域Ａに対応する表示領域にソフトキー
としての操作キーａ乃至ｆが表示される様子を示す。タッチセンサ１４やタッチパネル１
５を備えた携帯電話機１でユーザが通話する場合、制御部４１は、図８（Ｂ）に示される
ように、ディスプレイ１３を制御し、動作が制限されるタッチパネル１４の上部領域Ａに
対応する表示領域に表示されるソフトキーとしての操作キーａ乃至ｆの位置を、タッチパ
ネル１４の中部領域Ｂ（あるいは下部領域Ｃでもよい）に対応する表示領域に移動する。
なお、この操作キーａ乃至ｆは、１０キーでもよいし、他の機能を示す操作キーであって
もよい。
【００３５】
　ステップＳ２７において、制御部４１は、タッチセンサ１５－１とタッチパネル１４の
上部領域の動作の制限を解除した後、ディスプレイ１３を制御し、タッチパネル１４の中
部領域Ｂ（または下部領域Ｃ）に対応する表示領域に表示される操作キーａ乃至ｆの位置
を、タッチパネル１４の上部領域Ａに対応する表示領域における元の位置に戻す。これに
より、ユーザの耳や顔が通話時に接触するタッチパネル１４の領域に対応する表示領域に
操作キーを割り当てないようにすることができ、たとえ通信処理を行う場合であっても、
携帯電話機１の操作性を損なわないようにすることができる。
【００３６】
　ところで、タッチセンサ１４やタッチパネル１５を備えた携帯電話機１でユーザが通話
する場合、タッチセンサ１５またはタッチパネル１４による誤入力を好適に防止するため
に、ユーザの耳や顔が通話時に接触しているタッチパネル１４上での部分を検出し、検出
された部分を除く部分に操作キーを再配置するようにしてもよい。以下、この方法を用い
たタッチ入力制御処理について説明する。
【００３７】
　図９のフローチャートを参照して、図３の携帯電話機１における他のタッチ入力制御処
理について説明する。図９のステップＳ５１、ステップＳ５４、およびステップＳ５５の
処理は、図５のステップＳ１、ステップＳ３、およびステップＳ４の処理と同様であり、
その説明は繰り返しになるので省略する。
【００３８】
　ステップＳ５１において制御部４１が着信信号を受信したか、または発信信号を送信す
ると判定した場合、タッチ入力制御部５１は、ユーザの耳や顔が通話時にタッチパネル１
４上に接触すると、タッチパネル１４上における接触部分を検出し、座標検出信号を制御
部４１に出力する。この座標検出信号には、Ｘ軸とＹ軸の２軸により表される座標値が含
まれている。ステップＳ５２において、制御部４１は、タッチ入力制御部５１からの座標
検出信号に基づいて、タッチパネル１４上における接触部分を認識する。具体的には、制
御部４１は、タッチ入力制御部５１からの座標検出信号に含まれるＸ軸とＹ軸の２軸によ
り表される座標値に基づいて、タッチパネル１４上においてどの領域に例えばユーザの耳
や顔などの物体が接触しているかを認識する。
【００３９】
　ステップＳ５３において、制御部４１は、ディスプレイ１３を制御し、タッチ入力制御
部５１からの座標検出信号に基づいて検出された接触部分以外のタッチパネル１４の領域
に対応する表示領域に、操作キーを再配置する。その後、ステップＳ５４において、制御
部４１は、ディスプレイ１３を制御し、タッチパネル１４の下部領域Ｃに対応するディス
プレイ１３の表示領域にソフトキーとしての発信キーと終話キーを表示する。ステップＳ
５５において制御部４１が発着信処理が終了したと判定した場合、制御部４１はステップ
Ｓ５６で、ディスプレイ１３を制御し、再配置された操作キーの位置を元の位置に戻す。
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【００４０】
　これにより、ユーザの耳や顔が通話時に接触しているタッチパネル１４上での部分を検
出し、検出された部分を除く部分に操作キーを再配置することができる。その結果、発着
信処理に支障をきたすことなく、タッチセンサ１５またはタッチパネル１４による誤入力
をより好適に防止することができるとともに、通話時にユーザの耳や顔がタッチパネル１
４上の一部分が接触していたとしても、接触部分以外の部分で操作を行うことができる。
【００４１】
　ところで、タッチセンサ１４やタッチパネル１５を備えた携帯電話機１でユーザが通話
する場合、一旦、ユーザの耳や顔が通話時に接触する可能性があるタッチパネル１４の全
領域とタッチパネル１５－１の動作を制限し、誤作動防止状態にした後、予め携帯電話機
１の側面や底面、あるいは背面などに設けられたメカニカルスイッチが押下されてＯＮに
されたときに、ソフトキーとしての発信キーと終話キーとともに１０キーを表示するよう
にしてもよい。以下、この方法を用いたタッチ入力制限処理について説明する。
【００４２】
　なお、図１０は、携帯電話機１に設けられたメカニカルスイッチ５１を示す。メカニカ
ルスイッチ５１は、携帯電話機１の例えば側面に設けられる。勿論、メカニカルスイッチ
５１は、携帯電話機１の背面や底面などに設けられるようにしてもよい。
【００４３】
　図１１のフローチャートを参照して、図３の携帯電話機１における他のタッチ入力制御
処理について説明する。
【００４４】
　ステップＳ７１において、制御部４１は、受信回路３３とＣＤＭＡ信号処理部３６を介
して着信信号が受信したか、あるいは、送信回路３５とＣＤＭＡ信号処理部３６を制御し
て発信信号を送信するか否かを判定する。ステップＳ７１において制御部４１が着信信号
を受信したか、または発信信号を送信すると判定した場合、制御部４１は、タッチ入力制
御部５１を制御し、ユーザの耳や顔が通話時に接触するタッチセンサ１５－１の動作を制
限するとともに、ユーザの耳や顔が通話時に接触する可能性があるタッチパネル１４の全
領域の動作を制限する。これにより、たとえ発着信処理中にユーザの耳や顔がタッチセン
サ１５－１とタッチパネル１４に接触したとしても、誤ったタッチ入力を防止することが
できる。ステップＳ７３において、制御部４１は、発着信処理が開始された後に、携帯電
話機１の側面に設けられたメカニカルスイッチ５１が押下されてオンにされたか否かを判
定する。ステップＳ７３において制御部４１が、発着信処理が開始された後にメカニカル
スイッチ５１が押下されてオンにされたと判定した場合、制御部４１はステップＳ７４で
、ディスプレイ１３を制御し、タッチパネル１４の下部領域Ｃに対応するディスプレイ１
３の表示領域にソフトキーとしての発信キーと終話キーおよび１０キーを表示する。これ
により、タッチセンサ１５－１やタッチパネル１４の動作がすべて制限された場合であっ
ても、ユーザによりメカニカルスイッチ５１が押下されたことをトリガとして操作キーを
ディスプレイ１３に表示することができ、通信処理に影響が出ないようにすることができ
る。その結果、通信処理により影響を与えることなく、タッチセンサまたはタッチパネル
による誤入力を好適に防止することができる。また、携帯電話機１の基本的な操作を犠牲
にしないようにすることができるとともに、通話中の１０キー操作（例えばＤＴＭＦ音送
出操作など）を犠牲にしないようにすることができる。
【００４５】
　ステップＳ７５において、制御部４１は、受信回路３３とＣＤＭＡ信号処理部３６また
は送信回路３５とＣＤＭＡ信号処理部３６を用いた発着信処理が終了したか否かを判定し
、この発着信処理が終了したと判定するまで待機する。ステップＳ７５において制御部４
１が発着信処理が終了したと判定した場合、制御部４１はステップＳ７６で、タッチ入力
制御部５１を制御し、タッチセンサ１５－１やタッチパネル１４の動作の制限を解除する
。
【００４６】
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　なお、誤作動防止をより好適に行うために、メカニカルスイッチ５１が押下されてオン
にされた後に所定の時間が経過すると、タッチセンサ１５とタッチパネル１４の動作を再
度制限するようにしてもよい。この場合におけるタッチ入力制限処理は、図１２に示され
る。
【００４７】
　図１２の場合、ステップＳ１０５において、制御部４１は、タッチパネル１３の下部領
域Ｃに対応するディスプレイ１３の表示領域に操作キーが表示されてから所定の時間（例
えば３０秒間など）が経過したか否かを判定し、操作キーが表示されてから所定の時間が
経過するまで待機する。ステップＳ１０５において制御部４１が操作キーが表示されてか
ら所定の時間が経過したと判定した場合、制御部４１はステップＳ１０６で、タッチ入力
制御部５１を制御し、ユーザの耳や顔が通話時に接触するタッチセンサ１５－１の動作を
再度制限するとともに、ユーザの耳や顔が通話時に接触する可能性があるタッチパネル１
４の全領域の動作を再度制限する。これにより、ユーザがタッチパネル１４に表示された
操作キーを操作した後であっても、通話中における誤作動をより好適に防止することがで
きる。
【００４８】
　なお、本発明の実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行させ
ることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【００４９】
　また、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは、記載された順序に沿って
時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的
あるいは個別実行される処理をも含むものである。
【符号の説明】
【００５０】
　１…携帯電話機、１１…マイクロフォン、１２…レシーバ、１３…ディスプレイ、１４
…タッチパネル、１５（１５－１乃至１５－２）…タッチセンサ、２０…ＣＣＤカメラ、
３１…アンテナ、３２…アンテナ共用器（ＤＵＰ）、３３…受信回路（ＲＸ）、３４…周
波数シンセサイザ（ＳＹＮ）、３５…送信回路（ＴＸ）、３６…ＣＤＭＡ信号処理部、３
７…圧縮伸張処理部、３８…ＰＣＭコーデック、３９…受話増幅器、４０…送話増幅器、
４１…制御部、４２…記憶部、４３…バッテリ、４４…電源回路、４５…外部メモリイン
タフェース、４６…メモリカード、４７…時計回路、５０…スピーカ、５１…メカニカル
スイッチ。
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