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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を視覚的に表示する表示手段と、
　この表示手段が情報を表示する表示領域上で、この表示領域よりも広い入力領域につい
て接触を検出する接触検出手段と、
　この接触検出手段の検出結果に基づいて、前記入力領域の外縁部と、この外縁部よりも
内側の内側部を区別して、接触があった位置を検出する接触位置検出手段と、
　この接触位置検出手段の検出結果に基づいて、接触があった位置に応じた処理を実行す
るものであって、接触が内側部と外縁部にあり、かつこれら内側部と外縁部が連結してい
る場合には、前記処理を実行しない制御手段とを具備することを特徴とする携帯型電子機
器。
【請求項２】
　情報を視覚的に表示する表示手段と、
　この表示手段が情報を表示する表示領域上で、この表示領域よりも広い入力領域につい
て接触を検出する接触検出手段と、
　この接触検出手段の検出結果に基づいて、前記入力領域の外縁部と、この外縁部よりも
内側の内側部を区別して、接触があった位置を検出する接触位置検出手段と、
　この接触位置検出手段の検出結果に基づいて、接触があった位置に応じた処理を実行す
るものであって、接触があった位置が、外縁部から内側部に移動した場合には、前記処理
を実行しない制御手段とを具備することを特徴とする携帯型電子機器。
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【請求項３】
　情報を視覚的に表示する表示手段と、
　この表示手段が情報を表示する表示領域上で、この表示領域よりも広い入力領域につい
て接触を検出する接触検出手段と、
　この接触検出手段の検出結果に基づいて、前記入力領域の外縁部と、この外縁部よりも
内側の内側部を区別して、接触があった位置を検出する接触位置検出手段と、
　この接触位置検出手段の検出結果に基づいて、接触があった位置に応じた処理を実行す
るものであって、接触があった位置が、外縁部である場合には、前記処理を実行しない制
御手段とを具備することを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項４】
　前記接触位置検出手段は、前記表示手段の表示領域に対応する入力領域を内側部とし、
それ以外の入力領域を外縁部として区別して、接触があった位置を検出することを特徴と
する請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の携帯型電子機器。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　　前記接触位置検出手段の検出結果に基づいて、接触があった位置が内側部であるか否
かを判定する第１手段と、
　　この第１手段により内側部であると判定した場合に、前記内側部に連結する外縁部に
接触があるか否かを判定する第２手段と、
　　前記接触位置検出手段の検出結果に基づいて、接触があった位置に応じた処理を実行
するものであって、前記第２手段により接触があると判定した場合には、前記処理を実行
しないことを特徴とする第３手段とを備えることを特徴とする請求項１に記載の携帯型電
子機器。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記接触位置検出手段の検出結果に基づいて、接触があった位置に応
じた処理を実行するものであって、接触が内側部と外縁部にあり、かつこれら内側部と外
縁部が連結している場合には、これら内側部と外縁部を含む入力領域に不感領域を設定し
、不感領域についての接触に基づく処理を実行しないことを特徴とする請求項１に記載の
携帯型電子機器。
【請求項７】
　さらに、前記制御手段によって設定された不感領域に対応する前記表示領域に、オブジ
ェクトを表示している場合には、このオブジェクトを前記不感領域外の位置に表示する表
示制御手段を備えることを特徴とする請求項６に記載の携帯型電子機器。
【請求項８】
　さらに、前記制御手段によって設定された不感領域に対応する前記表示領域に、表示画
像をスクロールさせるための操作を受け付けるために表示したオブジェクトを表示してい
る場合には、このオブジェクトを前記不感領域に対向する辺の近傍に表示する表示制御手
段を備えることを特徴とする請求項６に記載の携帯型電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明の実施形態は、例えば携帯電話機や携帯音楽プレーヤなどの携帯型電子機器に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、携帯電話機や携帯音楽プレーヤなどの携帯型電子機器は、ディスプレイ
に対する操作を検出するタッチパネルを備えるものがある。　
　しかしながら、タッチパネルを備える携帯型電子機器は、ユーザの持ち方によっては、
保持している手がタッチパネルに触れてしまい、操作として誤検出する場合があるという
問題があった。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－８０６８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の携帯型電子機器では、ユーザの持ち方によっては、保持している手がタッチパネ
ルに触れてしまい、操作として誤検出する場合があるという問題があった。　
　この発明は上記の問題を解決すべくなされたもので、ユーザ操作の誤検出を防止可能な
携帯型電子機器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】
【０００５】
　上記の目的を達成するために、この発明の実施形態の携帯型電子機器は、情報を視覚的
に表示する表示手段と、この表示手段が情報を表示する表示領域上で、この表示領域より
も広い入力領域について接触を検出する接触検出手段と、この接触検出手段の検出結果に
基づいて、入力領域の外縁部と、この外縁部よりも内側の内側部を区別して、接触があっ
た位置を検出する接触位置検出手段と、この接触位置検出手段の検出結果に基づいて、接
触があった位置に応じた処理を実行するものであって、接触が内側部と外縁部にあり、か
つこれら内側部と外縁部が連結している場合には、処理を実行しない制御手段とを具備し
て構成するようにした。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の実施形態に係わる携帯型電子機器の外観を示す図。
【図２】図１に示した携帯型電子機器の構成を示す回路ブロック図。
【図３】図１に示した携帯型電子機器のタッチパネル制御機能の動作を説明するためのフ
ローチャート。
【図４】図３に示した動作によって設定される不感帯エリアとスクロールバーの表示位置
を例示した図。
【図５】図３に示した動作によって設定される不感帯エリアとスクロールバーの表示位置
を例示した図。
【図６】図３に示した動作によって設定される不感帯エリアとスクロールバーの表示位置
を例示した図。
【図７】図３に示した動作によって設定される不感帯エリアとスクロールバーの表示位置
を例示した図。
【図８】図３に示した動作によって設定される不感帯エリアとスクロールバーの表示位置
を例示した図。
【図９】図３に示した動作によって設定される不感帯エリアとスクロールバーの表示位置
を例示した図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して、この発明の一実施形態について説明する。　
　この発明の一実施形態に係わる携帯端末装置は、例えば、携帯電話機やPDA(Personal D
igital Assistants)、携帯型ゲーム機などであって、以下の説明では、携帯電話機を例に
挙げて説明する。
【０００８】
　図１は、この発明の一実施形態に係わる携帯電話機の外観を示すものである。すなわち
、この携帯電話機は、平板状の筐体を有し、その１面にタッチパネル式の入力部を備えて
いる。なお、タッチパネル式の入力部を備えるものであれば、折りたたみ構造やスライド
機構を有する筐体であってもよい。



(4) JP 5370259 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

【０００９】
　図２は、図１に示した携帯電話機の構成を示すブロック図である。この図に示すように
、主な構成要素として、無線通信部１０と、表示入力部２０と、通話部３０と、操作部４
０と、カメラ部４１と、記憶部５０と、赤外線通信部６０と、ＧＰＳ受信部７０と、モー
ションセンサ部８０と、電源部９０と、主制御部１００とを備え、主な機能として基地局
装置ＢＳおよび移動通信網ＮＷを介した移動無線通信を行う無線通信機能を備える。
【００１０】
　無線通信部１０は、主制御部１００の指示にしたがって、移動通信網ＮＷに収容された
基地局装置ＢＳと無線通信を行うものであって、これにより、音声データや電子メールデ
ータなどの送受信、Ｗｅｂデータやストリーミングデータなどの受信を行う。
【００１１】
　表示入力部２０は、主制御部１００の制御により、画像（静止画像および動画像）や文
字情報などを表示して視覚的にユーザに情報を伝達するとともに、表示した情報に対する
ユーザ操作を検出する、いわゆるタッチパネルであって、表示パネル２１と、操作パネル
２２を備える。
【００１２】
　表示パネル２１は、LCD(Liquid Crystal Display)などを表示デバイスとして用いたも
のである。操作パネル２２は、表示パネル２１に表示される画像を視認可能な透明素材か
らなり、表示パネル２１の表示面上に載置され、ユーザの指や尖筆によって操作された座
標を検出するためのデバイスである。このデバイスによって検出された検出信号は、主制
御部１００に出力され、主制御部１００は、上記検出信号に基づいて、表示パネル２１上
の操作された位置（座標）を検出する。
【００１３】
　操作パネル２２は、図１に示すように、表示パネル２１よりも広い面積を有し、表示パ
ネル２１を完全に覆っている。つまり、操作パネル２２は、表示パネル２１外の領域につ
いても、ユーザ操作を検出する機能を備える。言い換えれば、操作パネル２２は、表示パ
ネル２１に重なる重畳部分についての検出領域（以下、表示領域と称する）と、それ以外
の表示パネル２１に重ならない外縁部分についての検出領域（以下、非表示領域と称する
）とを備える。
【００１４】
　なお、表示領域の大きさと表示パネル２１の大きさは完全に一致する必要は無く、操作
パネル２２が、外縁部分と、それ以外の内側部分の２つの感応領域を備えていればよい。
また、外縁部分の幅は、筐体の大きさなどにより適宜設計される。操作パネル２２で採用
される位置検出方式としては、マトリクススイッチ方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式、
赤外線方式、電磁誘導方式、静電容量方式などがあり、いずれの方式であってもよい。
【００１５】
　通話部３０は、スピーカ３１やマイクロホン３２を備え、マイクロホン３２を通じて入
力されたユーザの音声を主制御部１００にて処理可能な音声データに変換して主制御部１
００に出力したり、無線通信部１０あるいは赤外線通信部６０により受信された音声デー
タを復号してスピーカ３１から出力するものである。そして例えば、図１に示すように、
スピーカ３１は、表示入力部２０と同じ面に搭載される。またマイクロホン３２は、例え
ば、図１に示すように、当該携帯電話機の筐体側面に搭載される。
【００１６】
　操作部４０は、キースイッチなどを用いたハードウェアキーであって、これを通じてユ
ーザから指示を受け付けるものである。例えば、図１に示すように、当該携帯電話機の筐
体側面に搭載され、指などで押下されるとオンとなり、指を離すとバネなどの復元力によ
ってオフ状態となる押しボタン式のスイッチである。
【００１７】
　カメラ部４１は、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)やCCD(Charge-Coup
led Device)などの撮像素子を用いて電子撮影するデジタルカメラであって、主制御部１
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００の制御により、撮像によって得た画像データを例えばJPEG(Joint Photographic codi
ng Experts Group)などの圧縮した画像データに変換し、後述する記憶部５０に記録する
。そして例えば、図１に示すように、カメラ部４１は、表示入力部２０と同じ面に搭載さ
れる。
【００１８】
　記憶部５０は、主制御部１００の制御プログラムや制御データ、アプリケーションソフ
トウェア、通信相手の名称や電話番号などを対応づけたアドレスデータ、送受信した電子
メールのデータ、ＷｅｂブラウジングによりダウンロードしたＷｅｂデータや、ダウンロ
ードしたコンテンツデータを記憶し、またストリーミングデータなどを一時的に記憶する
ものである。なお、記憶部５０は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、NAND型フラッシュメモリなどの記憶
媒体を用いて実現される。
【００１９】
　赤外線通信部６０は、赤外線通信機能を有する対向機器（例えば、他の携帯電話機ＭＳ
）と赤外線通信を行うものであって、主制御部１００によって動作設定がなされ、主制御
部１００から与えられる送信データを赤外線光で送信したり、対向機器から赤外線光で送
信されるデータを受信し、これを受信データとして主制御部１００に出力する。
【００２０】
　ＧＰＳ受信部７０は、主制御部１００の指示にしたがって、GPS(Global Positioning S
ystem)衛星ＳＴ１～ＳＴｎから送信されるGPS信号を受信し、受信した複数のGPS信号に基
づく測位演算処理を実行し、当該携帯電話機の緯度、経度、高度からなる位置情報を検出
する。
【００２１】
　モーションセンサ部８０は、例えば３軸の加速度センサなどを備え、主制御部１００の
指示にしたがって、当該携帯電話機の物理的な動きを検出する。これにより、当該携帯電
話機が動く方向や速さが検出される。この検出結果は、主制御部１００に出力される。　
　電源部９０は、主制御部１００の指示にしたがって、当該携帯電話機の各部に、バッテ
リ（図示しない）に蓄えられる電力を供給するものである。
【００２２】
　主制御部１００は、マイクロプロセッサを備え、記憶部５０が記憶する制御プログラム
や制御データにしたがって動作し、当該携帯電話機の各部を統括して制御するものであっ
て、無線通信部１０を通じて、音声通信やデータ通信を行うために、通信系の各部を制御
する移動通信制御機能と、アプリケーション処理機能を備える。
【００２３】
　アプリケーション処理機能は、記憶部５０が記憶するアプリケーションソフトウェアに
したがって主制御部１００が動作することにより実現するものであって、例えば、赤外線
通信部６０を制御して対向機器とデータ通信を行う赤外線通信機能や、電子メールの送受
信を電子メール機能、Webページを閲覧するWebブラウジング機能などがある。
【００２４】
　また、主制御部１００は、受信データやダウンロードしたストリーミングデータなどの
画像データ（静止画像や動画像のデータ）に基づいて、映像を表示入力部２０に表示した
りする画像処理機能を備える。この画像処理機能は、主制御部１００が、上記画像データ
を復号し、この復号結果に画像処理を施して、画像を表示入力部２０に表示する。
【００２５】
　そして、主制御部１００は、表示パネル２１に対する表示制御と、操作部４０、操作パ
ネル２２を通じたユーザ操作を検出する操作検出制御を有する。　
　上記表示制御により、主制御部１００は、アプリケーションソフトウェアを起動するた
めのアイコンや、スクロールバーなどのソフトウェアキーを表示したり、あるいは電子メ
ールを作成するためのウィンドウを表示する。なお、スクロールバーとは、表示パネル２
１の表示領域に収まりきれない大きな画像などについて、表示部分を移動する指示を受け
付けるためのソフトウェアキーである。
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【００２６】
　また上記操作検出制御により、主制御部１００は、操作部４０を通じたユーザ操作を検
出したり、操作パネル２２を通じて、上記アイコンに対する操作や、上記ウィンドウの入
力欄に対する文字列の入力を受け付けたり、あるいは、上記スクロールバーを通じた表示
画像のスクロール要求を受け付ける。
【００２７】
　そしてまた操作検出制御において主制御部１００は、操作パネル２２に対する操作位置
が、表示パネル２１に重なる重畳部分（表示領域）か、それ以外の表示パネル２１に重な
らない外縁部分（非表示領域）かを判定し、操作パネル２２の感応領域や、ソフトウェア
キーの表示位置を制御するタッチパネル制御機能を備える。
【００２８】
　また主制御部１００は、操作パネル２２に対するジェスチャ操作を検出し、検出したジ
ェスチャ操作に応じて、予め設定された機能を実行する。ジェスチャ操作とは、従来の単
純なタッチ操作ではなく、指などによって軌跡を描いたり、複数の位置を同時に指定した
り、あるいはこれらを組み合わせて、複数の位置から少なくとも１つについて軌跡を描く
操作を意味する。
【００２９】
　次に、上記構成の携帯電話機の動作について説明する。以下の説明では特に、発着信制
御、音声通信やデータ通信、アプリケーションソフトウェアに基づく動作などの説明は省
略し、これらの動作中、あるいは着信待受時に並行して実行されるタッチパネル制御機能
についての動作を説明する。図３は、この動作を説明するためのフローチャートであって
、その制御プログラムは記憶部５０に記憶される。そして主制御部１００は、この制御プ
ログラムにしたがって動作することにより実現する。なお、この動作は、当該携帯電話機
の電源が投入されると開始され、原則的には、電源が切られるまで切り返し実行される。
【００３０】
　まずステップ３ａにおいて主制御部１００は、操作パネル２２の検出結果に基づいて、
操作パネル２２の検出領域のうち、表示領域に対する操作が行われたか否かを判定する。
ここで、表示領域に対する操作を操作パネル２２が検出した場合には、ステップ３ｂに移
行し、一方、検出しない場合には、再びステップ３ａに、同じ判定を行う。
【００３１】
　ステップ３ｂにおいて主制御部１００は、ステップ３ａで操作されたと判定した表示領
域に連結する非表示領域に対しても、操作が行われたか否かを判定する。ここで、上記表
示領域に対する操作を操作パネル２２が検出した場合には、ステップ３ｄに移行し、一方
、検出しない場合には、ステップ３ｃに移行する。
【００３２】
　なお、表示領域と非表示領域の連結についての判定は、例えば以下のような処理により
実現できる。すなわち、主制御部１００は、ステップ３ａで操作されたと判定した表示領
域内から第１代表点を決定するとともに、操作された非表示領域内から第２代表点を決定
する。代表点は、領域内の重心が目標とされる。そして主制御部１００は、第１代表点と
第２代表点の距離が予め設定した所定の距離以内であるか否かを判定し、所定の距離以内
の場合に、両領域が連結していると判定する。
【００３３】
　なお、上記所定の距離は、一般的な大人の指によって操作パネル２２を操作した場合に
、操作パネル２２に接触する面積を考慮して決定した距離である。このような処理によれ
ば、操作された表示領域と非表示領域の全座標を比較して連結を判定しなくても、連結し
ているか否かを判定することができる。ただし、全座標を比較して、連結を判定するよう
にしてもよい。
【００３４】
　すなわち、ステップ３ａとステップ３ｂにより、例えば図４乃至図９に例示するように
、当該携帯電話機を手で持って保持する場合に、表示入力部２０の表示面上にまで及んだ
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指などが、非表示領域とこれに連結する表示領域とに、同時に接触している状態か否かを
判定する。
【００３５】
　ステップ３ｃにおいて主制御部１００は、ステップ３ａで操作されたと判定した表示領
域の座標を検出し、この座標に表示パネル２１で表示しているソフトウェアキーやアイコ
ンなどを検出する。そして、ステップ３ａで検出した操作を、このソフトウェアキーやア
イコンなどに対する操作としてみなし、ソフトウェアキーに割り当てられた機能の実行や
、アイコンに対応づけられた機能（アプリケーションソフトウェアの起動）の実行を行い
、ステップ３ａに移行する。
【００３６】
　ステップ３ｄにおいて主制御部１００は、ステップ３ａおよびステップ３ｂで操作を検
出した領域とその近傍の領域を不感帯エリアＮＳと見なし、ステップ３ｅに移行する。以
後、主制御部１００は、この不感帯エリアＮＳにおいて検出した操作については、無視し
、なんら処理を実行しない。すなわち、不感帯エリアＮＳは、ユーザの持ち手の位置と見
なすことができ、ユーザの利き手（持ち手）を判定することができる。　
　なお、この実施形態で例示するように、端末装置が片手でわしづかみにできるサイズを
想定した携帯電話機の場合、利き手（持ち手）の判定は、例えば、以下のような処理（第
１判定アルゴリズムまたは第２判定アルゴリズム）を主制御部１００が実行することによ
り実現できる。背面（表示入力部２０の無い面）からわしづかみにすると、図４乃至図９
に例示するように、表示パネル２１の左右方向の側面に指がはみ出すことがある。一方の
側面は、親指がはみ出し、他方の側面は、それ以外の指がはみ出す。親指だけがはみ出す
こともある。
【００３７】
（第１判定アルゴリズム）
　主制御部１００は、ステップ３ｄで不感帯エリアＮＳと見なした領域が左右の各側面に
おいて、生じた数（代表点の数）を検出し、その数に応じて、持ち手が右手か左手かを判
定する。すなわち、数が少ない方の側面に親指が存在し、数が多い方の側面にはそれ以外
の指が存在するものと見なす。このため、左側面に親指が存在すると見なした場合には、
左手で保持していると判定し、一方、右側面に親指が存在すると見なした場合には、右手
で保持していると判定する。
【００３８】
（第２判定アルゴリズム）
　主制御部１００は、ステップ３ｄで不感帯エリアＮＳと見なした領域が左右の各側面に
おいて、生じた面積を検出し、その面積に応じて、持ち手が右手か左手かを判定する。す
なわち、面積が小さい方の側面に親指が存在し、面積が大きい方の側面にはそれ以外の指
が存在するものと見なす。このため、左側面に親指が存在すると見なした場合には、左手
で保持していると判定し、一方、右側面に親指が存在すると見なした場合には、右手で保
持していると判定する。
【００３９】
　なお、端末装置がわしづかみできないほど大きいなど、わしづかみできない形状の場合
には、主制御部１００は、片側に生じた不感帯エリアＮＳの数や面積に基づいて、保持し
ている手が右手か左手かを判定する。すなわち、片側に生じた不感帯エリアＮＳの数が２
以上の場合や、片側に生じた不感帯エリアＮＳの面積が親指によって生じうる予め設定し
た所定の面積以上の場合には、親指以外の指があるものと見なす。そして、主制御部１０
０は、右側に親指以外の指があると判定した場合には、左手で保持していると判定し、反
対に、左側に親指以外の指があると判定した場合には、右手で保持していると判定する。
【００４０】
　また不感帯エリアＮＳに対応する表示パネル２１の表示域にアイコンなどのオブジェク
トを表示していても、このオブジェクトに対する操作と見なさない。なお、ステップ３ａ
、３ｂいずれか一方の条件を満たさなくなった場合には、主制御部１００は、ステップ３
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ｄにて設定した不感帯エリアＮＳを、即座に解除する。
【００４１】
　このようにして設定された不感帯エリアＮＳは、表示領域とこれに連結する非表示領域
とに対する同時操作が解除されるまで、解除しない。すなわち、図４乃至図９に例示した
ように、指などによって接触した状態が継続する限り、不感帯エリアＮＳは解除しない。
なお、不感帯エリアＮＳは、操作パネル２２が接触を検出している領域と、その外周から
所定の画素数分だけの領域とを合わせた領域であり、このように実際に検出している領域
よりも広い領域を不感帯エリアＮＳとして設定することで、指などが微妙に動いても誤検
出することを防止する。
【００４２】
　ステップ３ｅにおいて主制御部１００は、ステップ３ｄで設定した不感帯エリアＮＳに
対応する座標に、表示パネル２１でスクロールバーを表示しているか否かを判定する。こ
こで、スクロールバーを表示している場合には、ステップ３ｆに移行し、一方、表示して
いない場合には、ステップ３ａに移行する。
【００４３】
　ステップ３ｆにおいて主制御部１００は、不感帯エリアＮＳに表示しているスクロール
バーの表示位置を、不感帯エリアＮＳ外に変更し、ステップ３ａに移行する。例えば、図
４乃至図６に示すように、表示パネル２１の表示領域の左辺に不感帯エリアＮＳの存在す
る場合には、スクロールバーＳＢを右辺近傍に変更して表示する。同様に、例えば、図７
乃至図９に示すように、表示パネル２１の表示領域の右辺に不感帯エリアＮＳの存在する
場合には、スクロールバーＳＢを左辺近傍に変更して表示する。そして、このように表示
位置を変更したスクロールバーＳＢに対する操作を操作パネル２２によって検出し、画面
のスクロール表示処理を行う。
【００４４】
　以上のように、上記構成の携帯電話機では、非表示領域とこれに連結する表示領域とに
対する操作を検出すると、不感帯エリアＮＳを設定し、このエリアに対する操作を検出し
てもそれを無視し、処理を実行しないようにしている。すなわち、ユーザが意図しないと
推定される操作については、無視することができる。　
　したがって、上記構成の携帯電話機によれば、ユーザが意図しない操作を判別できるの
で、保持によって操作パネル２２に接触した指などを、ユーザ操作として誤検出すること
を防止できる。
【００４５】
　また、不感帯エリアＮＳを設定した領域に、スクロールバーＳＢが表示されている場合
には、その表示位置を不感帯エリアＮＳ外に移動させて表示するようにしている。このた
め、不感帯エリアＮＳの設定により、操作性が損なわれることを防止できる。
【００４６】
　そしてまた、ステップ３ａにより、表示領域に対する操作があったことを検出した場合
にだけ、ステップ３ｂにより、ステップ３ａで操作されたと判定した表示領域に連結する
非表示領域に対しても、操作が行われたか否かを判定するようにしている。すなわち、表
示領域に対する操作を検出した場合にだけ、非表示領域に対する操作について判定を行う
ようにしているので、非表示領域に対する操作が、表示領域に対する操作よりも先に行わ
れても、この操作は無視されることになる。
【００４７】
　なお、この発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって種々の発明を形成できる。また例
えば、実施形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除した構成も考えられ
る。さらに、異なる実施形態に記載した構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【００４８】
　その一例として例えば、上記実施の形態では、ステップ３ａおよびステップ３ｂにより



(9) JP 5370259 B2 2013.12.18

10

20

30

、非表示領域とこれに連結する表示領域とに対する操作を検出し、不感帯エリアＮＳを設
定するようにしたが、これに代わり、もしくはこれに加えて例えば、操作パネル２２の検
出結果に基づき、主制御部１００が、操作された座標が非表示領域からこれに連結する表
示領域に移動した場合や、操作された座標が非表示領域内に限られる場合には、これらの
操作をユーザが意図しない操作とみなし、その座標にソフトウェアキーなどが表示されて
いたり、あるいはジェスチャー操作であっても、これらの操作を無視する。すなわち、操
作された座標が、表示領域内に限られる場合や、表示領域から非表示領域に移動した場合
のみをユーザ操作として、主制御部１００が検出するようにしてもよい。
【００４９】
　また上記実施の形態では、表示パネル２１の表示領域の形状を方形で例示し、ステップ
３ｆにおいて、スクロールバーＳＢの表示位置を、不感帯エリアＮＳの無い対向辺に移動
させるものとして説明したが、対向辺には移動させず、単に不感帯エリアＮＳを避ける位
置（不感帯エリアＮＳの近傍）に移動させて表示させてもよい。この場合、主制御部１０
０は、他のオブジェクトに重ならない位置を検出して、その位置にスクロールバーＳＢを
表示したり、あるいは、不感帯エリアＮＳの設定が解除されるまで、他のオブジェクト上
に重ねて表示してもよい。
【００５０】
　そしてまた、ステップ３ｆにおいて表示位置を変更するオブジェクトとして、スクロー
ルバーＳＢを例に挙げて説明したが、これに限定されるものではなく、アイコンやウィン
ドウなどのオブジェクトであってもよい。すなわち、ステップ３ｄで不感帯エリアＮＳを
設定し、このエリアに対応する座標に、アイコンやウィンドウなどのオブジェクトを表示
していることを主制御部１００が検出した場合には、主制御部１００は、その表示位置を
不感帯エリアＮＳ外に移動させて表示させるようにしてもよい。これによれば、不感帯エ
リアＮＳの設定により操作できなくなるオブジェクトが生じることを防止できる。
【００５１】
　またステップ３ｆの処理によって移動させて表示したオブジェクト（スクロールバーＳ
Ｂ、アイコン、ウィンドウ）は、不感帯エリアＮＳが解除された場合には、元の位置に移
動させて再表示する。このため、主制御部１００は、ステップ３ｆにおいて、移動させる
前に表示していた位置の座標を保持する。　
　その他、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形を施しても同様に実施可能であ
ることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００５２】
　１０…無線通信部、２０…表示入力部、２１…表示パネル、２２…操作パネル、３０…
通話部、３１…スピーカ、３２…マイクロホン、４０…操作部、４１…カメラ部、５０…
記憶部、６０…赤外線通信部、７０…GPS受信部、８０…モーションセンサ部、９０…電
源部、１００…主制御部、ＢＳ…基地局装置、ＭＳ…携帯電話機、ＮＷ…移動通信網、Ｓ
Ｔ１～ＳＴｎ…GPS衛星。
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